
表-3

一‐4. 二‐2. 二‐3. 二‐4. 二‐5.
嘉永5(1852) 栄町
請方皇大神社

明治6(1873)船橋市
八木が谷長福寺

明治19(1886)船橋市
八木が谷長福寺

慶応1(1865)印西市
柏木台寮

明治11(1878)千葉市
犢橋町御成街道沿い

嘉永5(1852)印旛村
鎌苅東祥寺

明治10(1877)白井市
名内東光院

明治19(1886)八千代
市　吉橋寺台公会堂

明治4(1871)印西市
発作下厳島神社

明治11(1878)千葉市
横戸町明星寺

嘉永6(1853)栄町
布太　双林寺

明治13(1880)八千代
市上高野字上谷津台

明治21(1888)白井市
富ヶ沢光明寺

明治5(1872)白井市
中台集会所

明治12(1879)千葉市
小深町八幡神社

安政4(1857)印西市
別所地蔵寺

明治16(1883)八千代
市　村上正覚院

明治23(1890)八千代
市　米本善福寺

明治6(1873)印西市
大森古新田青年館

明治12(1879)千葉市
柏井町稲荷神社

万延1(1860)印西市
柏木台寮

明治18(1885)八千代市

吉橋花輪公会堂
明治26(1893)白井市
根天神社

明治7(1874)白井市
神々廻神宮寺

明治14(1881)千葉市

犢橋町854路傍

文久1(1861)八千代市
佐山妙福寺

明治18(1885)八千代市
大和田新田上区八幡神社

 明治29(1896)白井市
向台薬師堂

明治12(1879)印西市
船穂寮

明治14(1881)千葉市
長沼町駒形観音堂

文久1(1861)印旛村
造谷真珠院

明治19(1886) 白井市
本郷集会所

明治33(1900)船橋市
金堀町　竜蔵院

明治12(1879)佐倉市
土浮正福寺

明治19(1886)千葉市

犢橋町1113路傍

文久3(1863)印西市
平岡東大寺

明治20(1887)船橋市
古作町熊野神社

明治35(1902)船橋市
古和釜町東光寺

明治13(1880)白井市
向台薬師堂

明治20(1887)八千代
市　勝田円福寺

文久3(1863)印旛村
師戸広福寺

明治20(1887)白井市
秋本寺

明治39(1906)八千代
市　桑橋安養院

明治16(1883)沼南町
柳戸　阿弥陀堂

明治22(1889)習志野
市　実籾無量寺

明治21(1888)八千代市

萱田長福寺
明治42(1909) 八千代

市村上下町白籏神社
明治19(1886)沼南町
手賀明王院跡

明治24(1891)四街道市
下志津新田金比羅宮

明治25(1892)白井市
神々廻神宮寺

明治43(1910)船橋市
金堀町　竜蔵院

明治20(1889)印西市
草上ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

明治40(1907)千葉市
内山町第六神社

明治26(1893)習志野
市大久保薬師寺

明治45(1912)白井市
来迎寺

明治20(1889)八千代
市　　神野字宮下

明治40(1907)千葉市
下横戸公会堂

大正2(1913)八千代市
村上辺田前公会堂

明治24(1891)印西市
東光院

明治41(1908)千葉市
横戸町明星寺

大正3(1914)八千代市
吉橋寺台公会堂

明治24(1891)本埜村
中　八幡神社

明治43(1910)四街道
市　吉岡　春日神社

大正4(1915)船橋市
八木が谷長福寺

明治25(1892 )印西市
大森古新田青年館

明治45(1912)千葉市

犢橋町854路傍

大正4(1915)船橋市
前貝塚町八幡神社

明治28(1895)印西市
大久保勢至堂

大正2(1913)八千代市
勝田円福寺

大正6(1917)船橋市
古和釜町東光寺

明治38(1905 )印西市
大森古新田青年館

大正3(1914)八千代市
上高野字上谷津台

挿図は上記ゴシック体で
表示

大正6(1917)船橋市
金堀町竜蔵院

昭和54(1979)八千代
市下高野福蔵院

大正10(1921)八千代
市　萱田町薬師寺

大正15(1925)船橋市
金堀町竜蔵院

大正10(1921)千葉市
若松町大聖寺

昭和2(1927)船橋市
米ヶ崎無量寺

大正14(1925)八千代
市　勝田円福寺

昭和9(1934) 八千代
市大和田新田字庚塚

大正14(1925)千葉市
犢橋町三社神社
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二‐6. 二‐7. 二‐9.
明治15(1882)千葉市
花島町天福寺

天保15(1844)栄町
栄中学裏六観音

明治17(1884)印西市
柏木台寮

大正12(1923)印西市

小倉光堂(宝珠院)

大正4(1915)佐倉市
上志津西福寺

明治19(1886)四街道
市　萱橋厳島神社

明治16(1883) 印西市
大森古新田青年館

明治17(1884)印旛村

大廻309共同墓地
大正12(1923)印西市
泉集会所

大正7(1918)千葉市
柏井町稲荷神社

明治24(1891)千葉市
武石真蔵院

 明治17(1884)印西市
泉集会所

明治19(1886)印西市
戸神青年館

大正14(1925)印旛村

松虫 7  松虫寺
大正8(1919)千葉市
下横戸公会堂

明治26(1893)千葉市
長作町三島神社

明治17(1884)印旛村
吉田　万福寺

明治24(1891)印西市

小倉光堂(宝珠院)

昭和2(1927)印西市
前戸　向堂

大正12(1923)千葉市
横戸町明星寺

 昭和4(1929)千葉市
千葉寺万霊塔

明治18(1885)印西市
大久保　勢至堂

明治24(1891)印西市
結縁寺青年館

昭和8(1933)印西市
多聞院

昭和9(1934)千葉市
下横戸公会堂

昭和6(1931)千葉市
花島町　天福寺

明治19(1886)印西市
別所地蔵寺

明治27(1894)印西市

和泉会館　明治27

昭和25(1950)白井市
中台集会所

昭和6(1931)千葉市
内山町第六神社

明治19(1886)印旛村

師戸 広福寺
明治28(1895)印旛村
鎌苅東祥寺

昭和30(1955)印西市
前戸　向堂

昭和6(1949)八千代市
勝田円福寺

明治 22(1889)印旛村

山田 851地先不動院
明治30(1897)印旛村
岩戸伊付集会所

 昭和32(1957)佐倉市
井野西区稲荷神社

昭和25(1950)八千代
市　高津観音寺

明治37(1904)印旛村

瀬戸  徳性院
明治31(1898)印旛村
岩戸不動尊

昭和32(1957)本埜村
角田薬師堂

明治39年(1906)印旛
村　造谷　真珠院

明治40(1907)印西市
和泉会館

昭和33(1958)八千代
市上高野字上谷津台

明治44年(1911)印西
市　戸神青年館

明治41(1908)印西市
泉集会所

昭和38(1963)印旛村
鎌苅東祥寺

大正13(1924)成田市
宗吾東勝寺薬師堂

明治42(1909)白井市
中台集会所

昭和39(1964)白井市
中台集会所

昭和3(1928)　栄町

曽根(上和田)集会所
 明治43(1910)白井市
神々廻神宮寺

昭和4・(1965)八千代
市　勝田円福寺

昭和61(1989)本埜村
角田薬師堂

 明治43(1910)印西市
大森古新田青年館

昭和46(1971)白井市
榎台堂跡墓地

大正5(1916)印西市
別所地蔵寺

昭和47(1972)八千代
市　下高野福蔵院

大正6(1917)印西市
前戸　向堂

昭和51(1976)八千代
市　村上正覚院

大正6(1917)印旛村
岩戸伊付集会所

昭和51(1976)船橋市
古和釜町東光寺

大正6(1917)我孫子市
布佐観音堂

昭和56(1981)八千代
市村上辺田前公会堂

大正7(1918)印西市
東光院

昭和58(1982) 白井市
本郷集会所

大正8(1919)白井市
仏法寺

昭和60(1985)八千代
市　勝田円福寺

大正8(1919)栄町
布太双林寺

大正8(1919)白井市
小名内稲荷神社

大正9(1920)印西市
草上ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

二‐8.
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二‐10. 二‐11. 二‐12. 二‐13. 二‐14.
明治24(1891)八千代
市　高津観音寺

明治39(1906)八千代
市　村上正覚院

明治33(1900)印西市
小林光明寺

明治 35(1902)印旛村
瀬戸願定院

明治41(1908)八千代
市小池安房神社

明治26(1893)習志野
市　大久保薬師寺

明治39(1906)佐倉市
上志津西福寺

明治39(1906)印旛村
造谷真珠院

大正3(1914)印旛村
師戸広福寺

明治41(1908)沼南町
片山南蔵院

明治27(1894)千葉市
横戸町明星寺

明治42(1909)佐倉市
井野西区稲荷神社

明治41(1908)印旛村
岩戸広済寺

大正5(1916)佐倉市
青菅正福寺

明治42(1909)印西市
大久保勢至堂

明治28(1895)千葉市
花島町天福寺

明治42(1909)佐倉市
小竹西作地蔵堂

明治41(1908)本埜村
將監密蔵院

大正10(1921)佐倉市
小竹西作地蔵堂

 大正7(1918) 八千代
市　神久保東福寺

明治30(1897)八千代
市　萱田字熊野時平
神社

大正2(1913)船橋市
坪井町子安神社

明治42(1909)印西市
別所地蔵寺

大正12(1923)印西市
木下町並山根不動尊

大正7(1918)八千代市
桑納　威光院

明治31(1898)八千代
市　上七百餘所神社

大正2(1913)八千代市
上高野子安神社

明治44(1911)印旛村
吉田万福寺

大正13(1924)印西市
大久保勢勢至堂

大正8(1919)佐倉市
先崎雲祥寺

明治32(1899)佐倉市
小竹西作地蔵堂

大正4(1915)八千代市
大和田新田字庚塚

大正2(1913)本埜村
中田切青年館

大正13(1924)印旛村
師戸長円寺

大正8(1919)八千代市
神野字宮下

明治33(1900)八千代
市　高津観音寺

大正6(1917)八千代市大
和田新田上区八幡神社

大正2(1913)印西市
丸山観音

大正14(1925)印旛村

瀬戸 徳性院
大正9(1920)八千代市
下高野福蔵院

明治33(1900)習志野
市　大久保薬師寺

大正8(1919)八千代市
大和田円光院

大正3(1914)印旛村
師戸広福寺

昭和3(1928)印旛村

師戸 広福寺
昭和2(1927)八千代市
米本天神社

明治33(1900)佐倉市
青菅正福寺

大正9(1920)八千代市

萱田 長福寺
大正3(1914)本埜村
和泉屋氷川神社

昭和3(1928)本埜村
中　八幡神社

明治34(1901)千葉市
宮野木町甲大神

大正11(1922)八千代
市　麦丸東福院

大正3(1914)本埜村
中八幡神社

昭和4(1929)印旛村
吉田万福寺

大正15(1926)八千代
市　上高野子安神社

大正5(1916)本埜村
角田薬師堂

昭和4(1929)佐倉市
土浮正福寺

昭和4(1929)佐倉市
井野西区稲荷神社

大正7(1918)印西市
小林光明寺墓地

昭和8(1933)佐倉市
小竹西作地蔵堂

平成19(2007)八千代市大

和田新田上区八幡神社

大正10(1921)佐倉市
小竹西作地蔵堂

昭和11(1936)佐倉市
生谷専栄寺

大正11(1922)本埜村
小林水神社

昭和27(1952)佐倉市
下志津春日神社

大正13(1924)白井市
向台薬師堂

昭和36(1961)佐倉市
生谷専栄寺

昭和37(1962)印西市
和泉会館

昭和44(1969)佐倉市
小竹西作地蔵堂

昭和42(1967)白井市
本郷集会所
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二‐15. 三‐1. 三‐2. 三‐3. 三‐4.
昭和4(1929)八千代市
大和田円光院

大正13(1924)小見川
町　南下宿善光寺

大正3(1914)飯岡町
飯岡定慶寺

昭和18(1935)千葉市
柏井町稲荷神社

昭和53(1978)印旛村

師戸 広福寺

昭和8(1933)八千代市
下市場八坂神社

昭和2(1927)香取市
田部西雲寺

大正9（1920）銚子市
若宮町東岸寺

昭和20(1945)佐倉市
上志津西福寺

昭和58(1983)印西市
草上ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

昭和9(1934)八千代市
上高野字上谷津台

昭和7(1932)東庄町
稲荷入観音墓地

昭和22(1947)千葉市
内山町第六神社

昭和25(1950)千葉市
横戸町明星寺

昭和61(1986)本埜村
角田薬師堂

昭和15(1940)八千代市
下高野福蔵院

昭和24(1945)香取市
田部西雲寺

昭和43(1968)千葉市
内山町第六神社

昭和27(1952)佐倉市
井野千手院

昭和63(1988)白井市
向台薬師堂

昭和15(1940)佐倉市
先崎雲祥寺

昭和60(1985)佐倉市
生谷専栄寺

昭和44(1969)銚子市
高神東町賢徳寺

昭和27(1952)千葉市
下横戸公会堂

平成2(1990)八千代市
上高野字上谷津台

平成21(2009)佐倉市
生谷専栄寺

昭和45(1970)千葉市
下横戸公会堂

昭和30(1955)佐倉市
上志津西福寺

平成5(1993)八千代市
下高野福蔵院

昭和53(1979)銚子市
後飯町浅間神社

昭和32(1957)八千代
市　下市場八坂神社

平成9(1997)八千代市
勝田円福寺

平成5(1993)佐倉市
小竹西作地蔵堂

昭和32(1957)八千代
市村上台町稲荷神社

平成12(2000)八千代
市　下高野福蔵院

昭和32(1957)八千代
市村上辺田前公会

平成19(2007)八千代
市　下高野福蔵院

昭和37(1962)佐倉市
上志津西福寺

昭和42(1967)千葉市
横戸町明星寺

昭和54(1979)佐倉市
上志津西福寺

平成１(1989)佐倉市
上志津西福寺

平成14(2002)佐倉市
上志津西福寺
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