
武蔵国幡羅郡「新四国八十八ヵ所霊場」  (近世期の番付と現状)

番付 所在地 山　号 寺　名 御本尊

1 下奈良 満頂山 集福寺 釈迦如来

2 男沼台 明悲山照明院 円満寺 阿弥陀如来

3 弥藤吾 王子山 観清寺 釈迦三尊

4 日向 瑠璃光山浄光院 福生寺 大日如来

5 中奈良 摩尼山熊山院 長慶寺 地蔵菩薩

6 東別府 宝利山 福泉寺 薬師如来 廃 東別府 消滅　香林寺に合祠

7 久保島 光明山阿弥陀寺 観照院 阿弥陀如来

8 四方寺 湯殿山 蓮華院 大日如来 廃 四方寺 墓守堂

9 中奈良 三栄山 大乗院 不動明王 廃 中奈良 大師堂

10 江波 福原山 宝蔵院 正観音

11 市ノ坪 光明山安楽院 無量寺 阿弥陀如来 廃 墓守堂

12 上江原（深谷） 瑠璃光山密蔵院 浄光寺 虚空蔵菩薩 廃 堂

13 妻沼 聖天山歓喜院 長楽寺 十一面観音菩薩

14 中奈良 永昌山 常楽寺 釈迦如来

15 上須戸 瑠璃光山西光院 医王寺 阿弥陀如来

16 玉井 慈眼山普門院 観音寺 十一面観音菩薩 廃 墓守堂

17 玉井 熊野山不動院 真福寺 不動明王 廃 消滅　玉井寺に合祠

18 原井 遍照庵 弘法大師 廃 大師堂

19 上江袋 江袋山地蔵院 能泉寺 地蔵菩薩

20 柿沼 荒神山地蔵院 龍昌寺 地蔵菩薩

21 葛和田 宝積山白道院 大龍寺 阿弥陀如来

22 葛和田 瑠璃光山東光院 医王寺 薬師如来 廃 葛和田 大龍寺薬師堂

23 弁財 弁財山医王院 薬王寺 薬師如来

24 上奈良 瑠璃光山真蔵院 東光寺 薬師如来

25 俵瀬 宝林山成就院 妙音寺 地蔵菩薩 廃 堂

26 奈良新田 瑠璃光山六地蔵院 西福寺 阿弥陀如来

27 田島 福聚山 慈眼寺 十一面観音菩薩

28 上奈良 開敷山観音院 妙音寺 大日如来

29 久保島 永金山龍岸院 白林寺 釈迦如来

30 三ヶ尻 宝珠山地蔵院 延命寺 地蔵菩薩

31 大野 大野山文殊院 利剣寺 文殊菩薩 廃 墓守堂

32 本田ケ谷（深谷）稲荷山光明院 普門寺 十一面観音菩薩 廃 消滅

33 東方（深谷） 浅間山 光福寺 不動明王

34 上増田（深谷） 増田山観音院 永楽寺 阿弥陀如来 廃 墓守堂

35 西別府 湯殿山不動院 清滝院 不動明王 廃 観音堂

36 新堀 青野山清浄院 大正寺 不動明王

37 新堀新田 仁井田庵 廃 阿弥陀堂を残す

38 三ヶ尻 少間山観音院 龍泉寺観音堂 千手観音菩薩

39 三ヶ尻 福源山 幸安寺 薬師如来

40 東方（深谷） 諏訪山薬師院 来迎寺 薬師如来 廃 消滅　近辺の薬師堂に合祠

41 間々田 嘉門山霊鷲院 長祐寺 釈迦如来 廃 弘法寺と改め　薬王寺に合祠

42 蓮沼（深谷） 蓮沼山地蔵院 総持寺 大日如来

43 下奈良 福聚山阿弥陀院 利永寺 十一面観音菩薩 廃 下奈良 消滅　観音寺に変更

44 八木田 大悲山薬師院 観音寺 千手観音菩薩

45 江波 常覚院 廃 消滅　近辺の地蔵堂に合祠

46 西城 瑠璃山薬樹院 長慶寺 阿弥陀如来

47 宮ケ谷戸（深谷）紫雲山普門院 無量寺 阿弥陀如来 廃 消滅

48 飯塚 極楽山安養院 福王寺 阿弥陀如来

49 新島 浮観山松原院 新照寺 阿弥陀如来

50 東方（深谷） 東方山 全久院 釈迦如来 古名　風張寺

51 東方（深谷） 熊野山良光院 弥勒院 地蔵菩薩

52 下増田 増田山 宝蔵院観音堂 十一面観音菩薩 廃 観音堂

53 弥藤吾 十王山 福寿院 阿弥陀如来

54 沼尻（深谷） 宝珠山地蔵院 延命寺 地蔵菩薩

55 石塚（深谷） 無量山吉祥院 光明寺 弘法大師 改 新堀 慈雲山宝性寺　 釈迦

備　考　(存廃・変更・現況など)
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56 籠原 地蔵堂 廃 石塚 消滅　光明寺に替わる

57 善ケ島 光明山福寿院 龍泉寺 阿弥陀如来

58 新堀 狗門寺 廃 消滅

59 十六間 摩尼山 徳蔵寺 薬師如来

60 玉井椚 光福寺 大日如来 廃 消滅

61 東別府 福寿山 香林寺 釈迦如来

62 玉井 瑠璃光山光明院 玉井寺 阿弥陀如来

63 西別府 増田山宝蔵院 長福寺 弘法大師 廃 墓守堂

64 玉井前岡 医王山東光院 阿弥陀寺 阿弥陀如来 廃 消滅

65 上根 根本山密蔵院 大性寺 十一面観音菩薩

66 西野 宝珠山地蔵院 光照寺 不動明王・観音 廃 消滅　大性寺合祠

67 八木田 観音寺持 薬師堂 薬師如来

68 上須戸 福原山開城院 正法寺 聖観音菩薩

69 下増田 大悲山慈眼院 観音寺 聖観音菩薩

70 永井太田 円通庵 廃 墓守堂　

71 永井太田 瑠璃光山養福院 阿弥陀寺 阿弥陀如来

72 飯塚 雲祥山威徳院 来迎寺 阿弥陀如来

73 妻沼 祥興山真徳院 瑞林寺 釈迦如来

74 間々田 威徳山医王院 薬王寺 薬師如来 廃 消滅　弘法寺に合祠

75 永井太田 能満山定禅院 能護寺 虚空蔵菩薩

76 妻沼 藤原山 宝蔵院 不動明王 廃 消滅　歓喜院大師堂に合祠

77 堀米（深谷） 養福寺 薬師如来

78 明戸（深谷） 安養山蓮華院 阿弥陀寺 阿弥陀如来

79 永井太田 太田山観音院 正蔵寺 十一面観音菩薩 廃 消滅

80 下江原（深谷） 足柄山観音院 蓮華寺 如意輪観音 廃 観音堂

81 道ヶ谷戸 稲荷山 宝珠院 聖観音菩薩 廃 消滅　堂

82 新井（深谷） 慈眼庵 廃 堂

83 原郷（深谷） 熊野山正徳院 能泉寺 阿弥陀如来 廃 消滅

84 出来島 雷電山感応院 普門寺 十一面観音菩薩

85 男沼 天照山文殊院 長勝寺 聖観音菩薩

86 妻沼 宝珠山玉洞院 光明禅寺 聖観音菩薩

87 八ツ口 宝珠山 光明院 馬頭観音菩薩 廃 消滅　大師堂

88 八ツ口 福源山 長昌寺 薬師如来

番外原島 有応山 養平寺 地蔵菩薩 廃 墓守堂

番外妻沼小島 瑠璃光山宝寿院 医王寺 薬師如来

番外玉井 大桜庵 不動明王 廃 井殿山井殿寺吉祥院か

詳細不明の札所

37 新堀新田 仁井田庵 阿弥陀堂残る？

45 江波 常覚院 近辺の地蔵堂 常覚院が適当かどうかも不明

56 籠原 地蔵堂 籠原？　新堀新田又は高柳の地蔵堂か

58 新堀 狗門寺 寺名？

70 永井太田 円通庵

番外玉井 大桜庵 玉井明神か　別当吉祥院　　井殿山井殿寺　　不動尊

82 新井(深谷) 慈眼庵

以下の参考資料を基に新たに本表を作成した。 本表 2019.5.28作成者　新井　端

1986　長谷川惣平『新四国八十八ヵ所霊場』　くまがや文庫　２

2007　荻野勝正『幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場　その①』深谷上杉顕彰会会報　第１１１号

『新編武蔵国風土記稿』　雄山閣版第１１巻 　

『武蔵国郡村誌』　第９巻
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