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出雲國造 出雲臣・千家家・北島家系譜

日神・皇祖

伊弉諾尊 天照大神
亦名：天照坐皇大御神、天照大御神、天照皇大神、皇大御神、大日孁貴神、大日女尊、大日霊、大日女

月神

伊弉冉尊 月讀尊
亦名：月弓尊、月夜見尊、月餘美命、都久豆美命

海神・出雲祖神

素戔嗚尊 八嶋士奴美神 布波能母遅久奴須奴神
亦名：素戔男尊、建速須佐之男命、

神須佐能袁命、須佐能乎命 大年神

宇迦之御魂神

宗像三女神 多紀理毘賣命 沖津宮 亦名：田心姫神

多岐都比賣命 中津宮 亦名：湍津姫神

市寸島比賣命 邊津宮 亦名：市杵島姫神

深淵之水夜禮花神 淤美豆奴神 天之冬衣神

大國主大神 事代主大神 亦名：一言主命

亦名：所造天下大神、大國魂大神、幽冥主宰大神、杵築大神

建御名方神 諏訪大明神

天之忍穗耳尊
亦名：正勝吾勝勝速日天之忍穗耳命、正哉吾勝勝速日天忍穗耳尊、正哉吾勝々速日天押穗耳尊

皇孫・天孫 日向初代

瓊瓊杵尊
亦名：天邇岐志國邇岐志天津日高日子番能邇邇藝命、天饒石國饒石天津彦火瓊瓊杵尊、天津日高彦瓊瓊杵尊

火照命 亦名：海幸彦、海佐知毘古

火須勢理命 亦名：火闌降命、火酢芹命

日向二代

彦火火出見尊
亦名：天津日高日子穗穗手見命、日子穗穗手見命、虛空津日高、山幸彦、山佐知毘古
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日向三代

盧茲草葺不合尊
亦名：天津日高日子波限建鵜草葺不合命、彦波瀲武鸕鶿草葺不合尊

彦五瀨命

稻飯命 亦名：稻氷命、彦稻氷命

三毛入野命 亦名：御毛沼命、三毛野命、稚三毛野命

人皇初代

神日本磐餘彦尊（神武天皇）
亦名：神倭伊波禮琵古命、始馭天下之天皇、若御毛沼命、狹野尊、彦火火出見尊

始祖

天穗日命（出雲臣・出雲國造祖神）
亦名：天之菩卑能命、天菩比神

第2代

武夷鳥命
亦名：建比良鳥命、武日照命、天夷鳥命、天日照命

第3代 第4代 第5代

櫛瓊命 津佐命 櫛鄷前命
亦名：出雲建子命、伊佐我命 亦名：津狹命 亦名：櫛瓱前命、久志和都命

建禰己呂命 津嶋縣直祖

美志卯命 素賀國造祖

出雲建子命 神狹命 見狹耳命

比古曽乃凝命

五十根彦命 美都呂岐命 忍立化多比命

比奈良珠命 新治國造祖

兄多毛比命 无耶志國造祖 長止古 上菟上國造祖

忍立毛比命 五十狹茅宿禰 久都伎 下菟上國造祖

弟武彦命 相武國造祖 武多 千葉國造祖

彦狹知
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阿米 比良弖 櫛足

玉緒麻呂 野麻呂 山主 入右
飛鳥部臣 三宅氏祖

牛甘 葛麻呂
飛鳥部臣 壬生氏祖

建御狹日命 多珂國造・伊甚國造・安房國造祖

大中伊志治命 針間山氏・山氏祖

第6代 第7代 第8代

櫛月命 櫛鄷鳥海命 櫛田命
亦名：櫛田命 亦名：櫛瓱鳥海命

第9代 第10代 第11代

知理命 毛呂須命 阿多命
亦名：出雲振根命、出雲建命

出雲杵築宮神主 朝原臣祖

伊幣根命
亦名：飯入根命

韓日狹命
亦名：甘美日狹命

野見宿禰
此人一説襲髄命子 土師臣・大江朝臣・菅原朝臣・秋篠朝臣・五条家（東坊城家・清岡家・桑原家）祖

第12代 第13代 第14代

鵜濡渟命 襲髄命 來日田維穗命
亦名：氏祖命、宇迦都久怒 出雲國造 亦名：岐比佐都美

出雲國造 出雲國造

伊賀曽然命 神門臣祖 岐多志古命 財部臣祖

宇乃遅命 置部臣祖
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第15代 第16代 第17代

三島足奴命 意宇足奴命 出雲宮向
亦名：三島足尼命、三島宿禰 亦名：意宇足尼命、意宇宿禰、 賜出雲姓 出雲臣（出雲氏）初代

出雲國造 淤宇宿禰 出雲國造 出雲國造（412）

第18代 第19代 第20代

布奈 布禰 意岐苦
出雲臣 出雲國造 出雲臣 出雲國造（516） 亦名：意波苦

出雲臣 出雲國造（562）

菟 勝部臣祖

第22代 第23代

叡屋 帯許
出雲臣 出雲國造（631） 出雲臣 出雲國造（679）

第21代

美許 宇禮 眞梶
出雲臣 出雲國造（586）

暖
黒萬侶
亦名：黒萬呂 赤麻呂

第25代 第26代

廣島 益方
出雲臣 出雲國造（721） 出雲臣 出雲國造（764）

意宇郡大領 外正六位上

出雲國風土記編纂（733） 第27代

外從五位下 國上
第24代 出雲臣 出雲國造（773）

果安 弟山
出雲臣 出雲國造（708） 出雲臣 出雲國造（746） 第28代

外正七位上 外從五位下 國成
出雲臣 出雲國造（782）

川繼

第29代

千國
出雲臣 出雲國造（797）

第30代 第31代 第32代

人長 旅人 豐持
出雲臣 出雲國造（790） 出雲國造（810） 出雲國造（826）

門起 亦名：兼連 出雲國造（803）
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第33代 第34代 第35代

時信 常助 氏弘
出雲國造（887） 出雲國造（890） 出雲國造（906）

第37代 第39代

吉忠 國明
第36代 出雲國造（993） 出雲國造（1037）

春年
出雲國造（942） 第38代

孝忠
出雲國造（1003）

第40代 第41代 第42代

國經 賴兼 宗房
出雲國造（1047） 出雲國造（1072） 出雲國造（1099） 康和元（1099）年歿

第46代

兼家 兼經 石王兼平
出雲國造（1168） 石王氏祖

兼顕

第43代 第44代 第45代

兼宗 兼忠 宗孝
出雲國造（1099） 出雲國造（1131） 出雲國造（1176）

兼成 宗忠

資忠 助景 景忠
実父：中原資光 神主總檢校

孝元 杵築景年 杵築氏祖

第47代 第48代 第50代

孝房 孝綱 政孝
亦名：則房 出雲國造（1186） 出雲國造（1191） 出雲國造（1226）

杵築大社總檢校（1187）

第49代 【平岡家】
孝忠 平岡孝兼
出雲國造（1216）

孝經
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平岡經孝 平岡賴孝 平岡貞孝
平岡五郎 実父：出雲泰孝

平岡高孝 平岡孝氏

平岡高孝 平岡經孝 平岡國経

平岡直徑 平岡直孝 平岡直清

第63代（千家）

千家直勝 千家62代高勝養子 幼名：与四郎 出雲國造（1543）

第51代 第52代 第53代

義孝 泰孝 孝時
出雲國造（1231） 出雲國造（1268） 出雲國造（1307） 出雲大社神主（1307）

室：盬冶賴泰女 覺日尼

平岡貞孝 平岡頼孝養子

【東家】 東孝景
幼名：福徳丸 通称：彦三郎

東時孝 東景高 東貞賴
通称：三郎 通称：孫太郎 通称：彦三郎

東高賴 東安賴 東安通
通称：孫二郎 通称：珍彦丸 通称：又四郎

第64代（千家） 第65代（千家）

千家慶勝 千家義廣 東庄次郎
千家63代直勝養子 幼名：彦四郎 出雲國造（1563）

初名：東彦十郎

出雲國造（1543） 東慶澄 東貞信
治部少輔 民部少輔

東主膳
第71代（千家）

佐草自清 千家宗敏
佐草孝清養子 千家70代直治養子 通称：靱負 出雲國造（1697）
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第69代（千家）

千家尊房
千家68代尊光養子 幼名：駒千代 出雲國造（1672）

東延俊
通称：主水 第70代（千家）

千家直治 東貞通
千家69代尊房養子 亦名：直種 幼名：幸丸 通称：内膳

出雲國造（1682）

第75代（千家）

千家俊勝
千家74代豐實養子 出雲國造（1725）

通可

澄 長谷右兵衞室

房

關

竹

爲

東長通

東宗政

女子 長谷右兵衞室

弘乗坊

第54代

出雲清孝 三郎
通称：三郎

出雲國造・出雲大社神主（1334-1343）

第55代（千家）

千家孝宗 【千家家】
通称：五郎 千家家初代 出雲國造（1343-1371）

第55代（北島）

北島貞孝 【北島家】
幼名：阿加子丸 通称：六郎 北島（北嶋）家初代 出雲國造（1343）

向景孝 上宮向家

女子 南条宗直室
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【千家家】

第55代（千家） 第56代（千家）

千家孝宗 直國 松女
通称：出雲五郎 千家家初代 出雲國造（1371-1428） 大熊氏弘室

出雲國造（1343-1371）

第57代(千家) 第58代（千家） 第59代（千家）

高國 持國 直信
出雲國造（1428） 出雲國造（1449） 幼名：助三郎 室：古志國信女

出雲國造（1461）

赤塚正時

第60代（千家） 第61代（千家）

高俊 豐俊
室：鹽冶貞綱女 出雲國造（1487） 幼名：珍寶丸 室：古志爲信女 出雲國造（1495）

第62代（千家） 第63代（千家） 第64代（千家）

高勝 直勝 慶勝
通称：新十郎 出雲國造（1529） 実父：平岡直清 幼名：与四郎 実父：東安通 初名：東彦十郎

先代千家豐俊養子 出雲國造（1543） 出雲國造（1543）

百 千家慶勝室

廣高 早世 内記

第65代（千家） 第66代（千家） 第67代（千家）

義廣 元勝 尊能
幼名：彦四郎 出雲國造（1563） 実父：赤塚長信 通称：与右衞門 幼名：甘藏

出雲國造（1596） 出雲國造（1624）

女子 赤塚高政室 喜十郎

女子 秀姫

第68代（千家） 第72代（千家） 龜千代
尊光 廣満
通称：右京 出雲國造（1660） 千家71代宗敏養子 第73代（千家）

出雲國造（1701） 豐昌
盛松 実父：千家71代宗敏

千代姫 出雲國造（1702）

女子
第69代（千家） 第70代（千家）

女子 尊房 直治
実父：東延俊 幼名：駒千代 実父：東延俊 亦名：直種

女子 出雲國造（1672） 室：北島66代出雲國造恒孝女

出雲國造（1682）
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百之助

竹之助

第75代（千家）

東貞通 千家俊勝
東家相続 千家74代豐實養子 出雲國造（1725）

第73代（千家）

豐昌
千家72代廣満養子 出雲國造（1702）

第71代（千家） 第74代（千家）

宗敏 豐実
実父：佐草自清 通称：靱負 千家73代豐昌養子 出雲國造（1716）

出雲國造（1697）

第72代（千家）

廣満
実父：千家68代尊光 出雲國造（1701）

東庄次郎 東主膳

東慶澄 東貞信 佐草自清
治部少輔 東家相続 民部少輔 佐草孝清養子

東延俊
通称：主水

第69代（千家）

千家尊房
千家68代尊光養子 幼名：駒千代 出雲國造（1672）

第70代（千家） 第71代（千家）

千家直治 千家宗敏
千家69代尊房養子 亦名：直種 出雲國造（1682） 千家70代直治養子 通称：靱負 出雲國造（1697）

仙太郎 嶺姫 信太吉兵衞室

廣姫 幸姫 信太吉兵衞室

梶姫 國姫 川上權左衞門室

敬通 喜美 川上權左衞門室

第74代（千家） 第75代（千家） 第76代（千家）

豐實 俊勝 俊秀
実父：千家71代宗敏 実父：東貞通 幼名：博丸 室：園權大納言基衡

出雲國造（1716） 出雲國造（1725） 出雲國造（1776-1795）
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鐵千代 八百姫 鹿島四郎兵衞室

信 片山弥五右衞門室 増 鹿島四郎兵衞室

清 小泉真種室 男子

日吉主 女子

主水 俊信
幼名：世々丸 初名：主水

棹 千家尊晴室 亦名：清主 生歿年：1764-1831

能登 敬通

庫 土屋平八郎室 愛 香西織衞室

女子 勇 香西織衞室

政姫

申姫

第77代（千家） 第78代（千家） 第79代（千家）

尊之 尊孫 尊澄
幼名：國丸 亦名：杖代彦 幼名：國丸 亦名：杖代彦 幼名：國丸 亦名：杖代彦

出雲國造（1795-1832） 出雲國造（1832-1869） 出雲大社宮司

生歿年：1765-1832 生歿年：1796-1873 出雲國造（1869-1872）

室：広橋准大臣光成女 広橋婦美子

尊晴 生歿年：1816-1878

尊昌 亦名：千代丸 俊榮

計姫 女子

筑後 比佐 小野尊安室

利佐 氏家右膳室 豐子 小野尊安室

眞止幾 鈴木岡右衞門室 五郎丸

古登 赤木數馬室 尊朝 生歿年：1820-1840

宣麻呂 利喜 太田監物室

百々麿 篤麿

有 千家恒主室
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護 千家武主室

第80代（千家）

尊福
出雲國造（1872-1882） 出雲大社宮司（1872-1882） 男爵（1884） 元老院議官（1888） 貴族院議員（1890）

埼玉県知事（1894） 静岡県知事（1897） 東京府知事（1898） 西園寺内閣司法大臣（1908）

室：明経博士伏原宣諭女 伏原俊子 生歿年：1845-1918 出雲大社教初代管長 從二位

尊賀

与利 戸田忠幸室

登喜 有澤權五郎室

第81代（千家）

尊紀
幼名：福千代丸 出雲大社宮司 出雲國造（1882-1911） 從三位

室：子爵西四辻公業女 西四辻直子 室：肥前島原藩八代藩主松平忠和女 松平淑子

奈保子 子爵藤波言忠室

眞佐子 子爵吉川經健室 生歿年：1868-

國子 子爵毛利元忠室 生歿年：1879-

信子 北岡鶴松室 生歿年：1884-

松麿 生歿年：1887-1922

元麿 生歿年：1888-1948

多嘉子 尾崎洵盛室

尊有 出雲大社教第3代管長 室：千家尊愛女喜久 生歿年：1890-

一子 千家尊統室 生歿年：1893-1985

広子 岸周平室 生歿年：1893-

寿子 藤井厚二室 生歿年：1898-

尊建 生歿年：1900-

厚子 千家尊宣室 生歿年：1902-

顕子 松浦昴室 生歿年：1904-

経麿 千家尊愛養子 生歿年：1906-

哲麿 室孝子 生歿年：1907-
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第82代（千家）

尊統
実父：千家尊紀 幼名：福麿 男爵（-1947） 出雲大社大宮司 出雲國造（1918-1969）

室：千家80代尊福女 千家一子 生没年：1886-1969

第82代（千家）

尊統
千家80代尊福養子 幼名：福麿 男爵（-1947） 出雲大社大宮司 出雲國造（1918-1969）

室：千家80代尊福女 千家一子 生没年：1886-1969

鐵麿 生歿年：1890-

勇子 清岡真彦室 生歿年：1892-

照子 生歿年：1896-1932

尊宣
出雲大社教第4代管長 前室：千家尊福女 千家厚子 継室：木下俊哲女 木下雅子 生歿年：1898-1972

義子 稲川次郎室 生歿年：1900-

活麿 室：尾崎洵盛女 華子（1910-） 生歿年：1902-1958

恒麿 生歿年：1906-1982

千代子 子爵松平忠諒室 生歿年：1908-

極子 生歿年：1909-

正麿 生歿年：1910-1977

紀彦 生歿年：1924-1994

崇彦 生歿年：1933-2007

第83代（千家）

尊祀
幼名：国麿 出雲國造（1947-2002） 室：侯爵中山輔親女 中山孝子 生歿年：1913-2002

富佐子 生歿年：1914-

致子 生歿年：1916-

遂彦 室：上原勝女 喜代野（1924-） 生歿年：1918-2007

克雄 生歿年：1920-

達彦
出雲大社教第5代管長 室：公爵伊藤博精女 伊藤文子 生歿年：1922-
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恭子 生歿年：1925-

統子 松平弘孝室 生歿年：1953-

純子 濱本仁室 生歿年：1941-

第84代（千家）

尊祐
幼名：興麿 出雲大社宮司 出雲國造（2002-） 室：小野勝彬女 小野礼子（1950-） 生歿年：1943-

曄子 生歿年：1945-

隆比古 室：木本元敬女 木本由美（1949-） 生歿年：1948-

和比古 室：三木博女 三木昭子（1950-） 生歿年：1950-

世嗣

国麿
出雲大社禰宜 婚約者：高円宮憲仁親王第二王女 典子女王 生歿年：1973-

誠比古 生歿年：1983-

徳比古 生歿年：1984-
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【北島家】

第55代（北島） 第56代（北島） 第57代（北島）

北島貞孝 資孝 幸孝
幼名：阿加子丸 通称：出雲六郎 出雲國造（1386） 通称：三郎 出雲國造（1421）

北島家初代 出雲國造（1343）

高濱孝氏 雲岫
通称：七郎 廣巖院開山祖師宗龍

住於甲斐國八代郡中山

井田秀孝 生歿年：1394-1478

通称：八郎

第58代（北島） 第59代（北島）

高孝 利孝 康孝
通称：六郎 生歿年：-1485 出雲國造（1485-1502） 通称:孫二郎

出雲國造（1438-1485）

某
通称：三郎

第60代（北島）

稻岡宣孝 北島雅孝
通称：弥四郎 出雲國造（1502-1549） 室：尼子經久女

生歿年：1472-1549

高濱良孝 高濱友孝
通称：源四郎 通称：惣四郎

惟孝
通称：二郎左衛門

第61代（北島）

富長孝 秀孝
通称：弥五郎 出雲國造（1549-1568） 生歿年：-1568

第62代（北島）

時孝 安孝 久孝
通称：左京進 通称：掃部助 出雲國造（1568-1593） 生歿年：-1593

室：波根伊豆守女 名嘉多子

慶孝 通称：掃部助

豐孝 通称：織部助

保孝 通称：源四郎

某 通称：六郎

第63代（北島）

廣孝
出雲國造（1593-1648） 室：日御碕檢校小野元政女 改名玄光院殿 生歿年：1585-1648
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第64代（北島）

晴孝
出雲國造（1648-1564） 室：堀尾山城守高階忠晴家老赤穴城主松田左近源吉久女 吉久 生歿年：1602-1654

孝尚 通称：縫殿助 亦名：庄二郎

昌悦 出家 神門寺弟子

女子 北嶋孝詮室

第65代（北島）

恆孝
出雲國造（1564-1679） 室：松江候國臣栂半左衞門女 生歿年：1629-1679

女子 北嶋孝道室

女子 佐草吉晴三男森清信室

第66代（北島）

兼孝
出雲國造（1679-1697） 生歿年：1666-1742

某 通称：九十郎

第67代（北島）

道孝
出雲國造（1697-1730） 前室：南部氏女 継室：鈴村氏女 生歿年：1670-1730

某 通称：廣之助

某 通称：伊豫麿

第68代（北島）

直孝
出雲國造（1730-1784） 前室：団氏 継室：祝氏 生歿年：1717-1784

孝至

某 通称：圓次郎

某 通称：八十郎

第69代（北島）

惟孝
出雲國造（1784-1791） 前室：冷泉中納言爲村卿女 樹姫 継室：石見國造金子某女 繁子 生歿年：1741-1791
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女子 尾崎仙次室

女子 乙部九郎兵衞室

女子 北嶋孝興室

第70代（北島）

明孝
出雲國造（1791-1803） 号：旅人 亦名：好孝 室：鷲尾大納言隆建卿女 富貴姫 生歿年：1772-1803

第71代（北島）

宣孝
出雲國造（1803-1805） 生歿年：1795-1805

滿孝

第72代（北島）

起孝
出雲國造（1805-1807） 室：松江世臣羽田武右衞門女 生歿年：1786-1807

光子 高木宇内室

吹姫

仲子 高濱舎中室

久山元孝 八倉元理 八倉和孝
通称：半雪 東屋敷 亦名：孝雄

岑姫 千家70代國造直治室

第73代（北島）

北島従孝
出雲國造（1807） 通称：主水 室：上官森脇弘人孝唯女

第74代（北島）

全孝
通称：神健彦 初名：順孝 出雲國造 従三位 生歿年：1803-1886

前室：日御碕檢校小野尊道女 伊豫姫 継室：甘露寺一位國長卿女 淑子

重孝 勝孝
通称：豐主

昌孝 寳孝
通称：秀主

時姫
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第75代（北島） 第76代（北島） 第77代（北島）

脩孝 齋孝 貴孝
出雲國造 出雲教初代教主 出雲國造 出雲教第2代教主 出雲國造（-1956） 出雲教第3代教主

従三位 男爵 貴族院議員 男爵 貴族院議員 男爵

生歿年：1834-1893 従三位勲四等 従三位勲三等旭日章

生歿年：1863-1918 生歿年：1884-1956

福子 冷泉為勇室 女子 冷泉為勇室

以孝 某 通称：小竹丸

光孝

第78代（北島） 第79代（北島） 世嗣

英孝 建孝 大孝
出雲國造（1956-2005） 出雲國造（2005-） 生歿年：1990-

出雲教第4代教主 出雲教第5代教主

従五位 藍綬褒賞 生歿年：2005-

生歿年：1925-2005

壽美子 赤松幹男室 淳子 稲垣茂彦室

登茂子 有馬四郎室 和子


