
（越前松平家分家　播磨明石藩主　子爵）

直周 斉韶 慶憲 直致 直徳 直頴

（越前松平家分家　上野前橋藩主　伯爵）

直良 直明 直常 直純 直泰 直之

直恒 直温 斉典 典則 直侯 直克

尚次郎 直晃

（越前松平家分家　出雲母里藩主　子爵）

直基 直矩 基知 明矩 朝矩 直方 基則 直之

（越前松平家分家　出雲松江藩主　伯爵）

斉斎 定安 直応 定安

（越前松平家分家　出雲広瀬藩主　子爵）

隆政 直丘 直員 直道 直行 直暠 直方 直興 直温 直哉 直敬 直一 龍彦

（越前松平家分家　越後糸魚川藩主　子爵）

直政 綱隆 綱近 吉透 宣維 宗衍

近栄 近時 近朝 近明 近輝 近貞 直義

治郷 斉恒

直寛 直諒 直巳 直平 近義 近範

直亮 直国

（越前松平家分家　子爵）

直堅 直知 直之 直好 堅房 直紹 直益 直春 直廉 直静 直幹 直鎮

照康

（越前松平家　越前福井藩主　侯爵）

慶民 永芳 秀治 永経

斉善

慶永 茂昭 康荘 康昌 宗紀

宗昌 宗矩 重昌 重富 治好 斉承忠昌 光通 昌親 綱昌 吉品 吉邦

国誠 国忠

永見 （越前松平家庶流　美作津山藩家老　後称永見姓）

長良

（永見家　越後高田藩士　絶家）

長頼 綱国 国近 近倫 国睦 国保

永見 松平 安藤 永見 松平 （越前松平家分家　男爵）

慶倫 康倫 康民 康春

（越前松平家　美作津山藩主　子爵）

斉 斉光 斉義 斉康

長熙 長孝 康哉 康乂 斉孝 斉民菅原俊勝 秀康 忠直 光長 宣富 浅五郎

忠恵 忠恕 忠禎於大 忠尚 忠暁 忠恒 忠福 忠房

（奥平松平家　武蔵忍藩主　子爵）

忠刻 忠啓 忠功 忠和 忠翼 忠尭

忠裕

久松 松平 （奥平松平家分家　上野小幡藩主　子爵）

忠相 銑之助 忠泰

源広忠 家康 亀姫 忠明 忠弘 忠雅 忠彦 忠国 忠誠 忠敬 忠寿

奥平

信昌 家昌 忠昌 昌能 昌章 昌成 昌敦 昌邁 昌恭

松平家・徳川家系図（家康以降）◎西村健二作成

松平 徳川 松平 （奥平家　豊前中津藩主　伯爵）

昌鹿 昌男 昌高 昌暢 昌猷 昌服



（保科松平家分家）

（保科松平家　陸奥会津藩主　子爵）

恒雄 一郎 恒忠

容住 容衆 容敬 容保 喜徳 容大正之 正経 正容 容貞 容頌 容詮

館林 （越智松平家　石見浜田藩主　子爵）

綱吉 徳松

保科 松平 （館林徳川家　上野館林藩主　絶家）

保男 保定

武成 武聰 武修 武親 吉修 武龍清武 武雅 武元 武寛 斉厚 武揚

綱重 綱豊

松平 （甲府徳川家　甲斐府中藩主　絶家）

慶昌 慶寿 昌丸 慶喜 茂栄 達道

一橋 （御三卿　田安徳川家　伯爵）

宗尹 治済 斉敦 斉礼 斉位

甲府 （御三卿　一橋徳川家　伯爵）

田安 （御三卿　清水徳川家　男爵）

宗武 治察 斉匡 斉荘 慶頼 寿千代 亀之助 慶頼 達孝 達成 宗英

清水 （徳川宗家分家　男爵）

重好 敦之助 斉順 斉明 斉彊 昭武 篤守

厚 喜翰 喜堅 喜寿

（徳川宗家分家　男爵）

誠 脩 康久

（徳川将軍家　徳川宗家　公爵）

慶久 慶光 慶朝 慶敬

（徳川宗家分家　公爵）

駿河

忠長

（駿河徳川家　駿河府中藩主　絶家）

家達 家正 恒孝 家広

家重 家治 家斉 家慶 家定 家茂秀忠 家光 家綱 綱吉 家宣 家継 吉宗 慶喜



信宝 信康

松姫

信成 信充 信敬 信任 信発 信謹信平 信政 信清 信友 信有 信明

（鷹司松平家　上野吉井藩主　後称吉井姓　子爵）

頼学 頼英 頼和 頼庸 頼実

松平 （紀伊徳川家分家　伊予西条藩主　子爵）

頼純 頼致 頼淳 頼謙 頼看 頼啓

剛

頼職

（紀伊徳川家分家　越前高森藩主　絶家）

頼方

（紀伊徳川家分家　越前葛野藩主　絶家）

斉彊 慶福 茂承

頼倫 頼貞 頼韶

宗直 宗将 重倫 治貞 治宝 斉順

（御三家　紀伊徳川家　紀伊和歌山藩主　侯爵）

（尾張徳川家分家　陸奥梁川藩主　絶家）

友著 友淳

紀伊 （尾張徳川家分家　川田久保松平家　絶家）

頼宣 光貞 綱教 頼職 吉宗

義生 義為 義明

（尾張徳川家分家　美濃高須藩主　子爵）

義昌 義方 義真 通春

義居 義和 義建 義比 義瑞 義勇

義宣 義崇

義行 義孝 義淳 義敏 義柄 義裕 勝当

茂徳 義宜 慶勝 義礼 義親 義知

（御三家　尾張徳川家　尾張名古屋藩主　侯爵）

宗睦 斉朝 斉温 斉荘 慶臧 慶恕

尾張

義直 光友 綱誠 吉通 五郎太 継友 宗春 宗勝



定智

定章 定静

（久松松平家　旗本　絶家）

（久松松平家　伊予松山藩主　後称久松姓　伯爵）

勝成 定昭 定膜 定武 定成

定静 定国 定則 定通 勝善 勝成

松平 （久松松平家分家　旗本　絶家）

定勝 定行 定頼 定長 定直 定英 定喬 定功 定昭

豊蔵 与三郎 勝函

（久松松平家分家　旗本）

勝秀 勝久 勝尹

式部少輔 莞爾

（久松松平家分家　旗本）

勝郷 勝央 勝友 勝方 勝美 勝久 勝光

（久松松平家　下総多古藩主　子爵）

勝光 勝寿 勝忠 勝久 勝秀 勝成

勝尹 勝全 勝升 勝権 勝行 勝慈

忠受 忠栄

松平 （久松松平家分家　旗本）

康俊 勝政 勝義 勝忠 勝以 勝房

忠利 忠勝 忠盈 忠庸 忠幸 忠侃

勝親 勝広 勝章

康真 康盛 康豊 康正 康国

（久松松平家　交代寄合）

康元 忠良 康尚 忠充 康顕 康郷

某 某 某 采女

（久松家　伊予松山藩士）

松平

秀久 秀朋

（水戸徳川家分家　常陸宍戸藩主　子爵）

信俊 信平 信綱 某 某 某 某

頼筠 頼位 頼徳 頼位 頼安 圀秀頼雄 頼道 頼慶 頼多 頼救 頼敬

頼縄 頼策 頼孝 頼則 頼暁

松平 （水戸徳川家分家　常陸府中藩主　子爵）

松平 （水戸徳川家分家　陸奥守山藩主　子爵）

頼隆 頼如 頼明 頼永 頼幸 頼済 頼前 頼説

松平 （水戸徳川家分家　男爵）

頼元 頼貞 頼寛 頼亮 頼慎 頼誠 頼升 頼之

圀斉 斉正

（御三家　水戸徳川家　常陸水戸藩主　公爵）

昭武 武定 博武 文武

喜徳 頼平 秋雄 圀弘 弘孝 倫彦

水戸 （水戸徳川家分家　讃岐高松藩主　伯爵）

頼房 光圀 綱条 宗尭 宗翰

頼真 頼起 頼儀 頼恕 頼胤 頼聰

治保 治紀 斉脩 斉昭 慶篤 昭武

頼寿 頼明 頼武

篤敬 圀順

松平

頼重 頼常 頼豊 頼桓 頼恭



松姫

光和 光悌 光行 光年 光庸 光則

（戸田松平家　信濃松本藩主　後称戸田姓　子爵）

松平 （久松松平家分家　旗本）

康長 康直 光重 光永 光熙 光慈 光雄 光徳 康泰 康保

（久松松平家分家　旗本）

忠勝 重之 忠永 忠英 柱之 晋 庸 采女正

（久松松平家分家　三河刈谷藩主　後旗本　絶家）

定澄 定員 定卓 定胤 定謐 定寧 勝実

定賢 勝雅

（久松松平家分家　旗本）

定政 定知 定盈 定賢 定得 定慮 定節

定弘 喬

定昌 定武 定秀 定則 定能

定温 定休 定剛 定芝

（久松松平家分家　旗本）

定房 定時 定陳 定基 定郷 定秋 定隆

（久松松平家分家　伊予今治藩主　後称久松姓　子爵）

勝道 定法

（久松松平家分家　伊勢桑名藩家老）

定隆 定為 定岡 定堅 左門 定以 定象 定振 定尭 定知

（久松松平家分家　旗本）

玄仲 定代 定賢 敝芳 定敝 定憲

（久松松平家分家　旗本）

定寛 定冬 定員 対馬 定胤 石見 筑後 増之助 信濃 六弥 対馬 帯刀

（久松松平家分家　伊勢桑名藩主　子爵）

定康 定幸

（久松松平家分家）

定実 定之 定由 定相 定蔵 定寅 定朝 左金吾 勝安

定晴 定光 定純

定儀 定賢 定邦 定信 定永 定和定綱 定良 定重 定逵 定輝 定猷 定敬 定教


