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西暦 陰斎王の名 いんさいおう
前280-272 マナの第一斎女 マナノ第一イツキメ
前272-256 マナの第二斎女 マナノ第二イツキメ
前256-247 マナの第三斎女 マナノ第三イツキメ
前247-216 マナの第四斎女 マナノ第四イツキメ
前216-205 マナの第五斎女 マナノ第五イツキメ
前205-189 マナの第六斎女 マナノ第六イツキメ
前189-154 マナの第七斎女 マナノ第七イツキメ
前155-145 神代陰斎王 こうじろ
前145-138 神社陰斎王 かんこそ
前138-121 神辺陰斎王 かんべ
前121-101 和霊陰斎王 にぎたま
前101-93 楯築陰斎王 たてつき
前93-80 足守陰斎王 あしもり
前80-71 矢神陰斎王 やがみ
前71-67 恋ヶ窪陰斎王 こいがくぼ
前67-58 山ノ神陰斎王 やまのかみ
前58-55 火ノ釜陰斎王 ひのかま
前55-42 荒戸陰斎王 あらと
前42-39 雨請陰斎王 あまごい
前39-34 牛窓陰斎王 うしまど
前35-31 真宮陰斎王 まみや
前31-22 虫名陰斎王 むじな
前22-13 虫明陰斎王 むしあけ
前13-6 鬼ノ釜陰斎王 おにのかま
紀元前6-0 鬼ノ城陰斎王 おにのしろ
0-5 日上陰斎王 ひかみ
5-8 日名陰斎王 ひな
9-15 牟佐陰斎王 むさ
15-21 白神陰斎王 しらがみ
22-26 国定陰斎王 くにさだ
26-29 国富陰斎王 くにとみ
30-37 麓谷陰斎王 ふもとだに
38-45 入矢陰斎王 いりや
45-53 熊代陰斎王 くましろ
54-66 日笠陰斎王 ひがさ
66-72 草加陰斎王 くさか
72-89 国末陰斎王 くにすえ
90-102 月の輪陰斎王 つきのわ
103-109 姫社陰斎王 ひめこそ
110-130 姫井陰斎王 ひめい
131-152 加茂陰斎王 かも
152-167 清音陰斎王 きよね
168-184 耳切陰斎王 みみきり
185-203 宇那木陰斎王 うなぎ
203-225 日羽陰斎王 ひわ
226-250 吉備津陰斎王 きびつ
251-273 奈良井陰斎王 ならい
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274-302 茶臼陰斎王 ちゃうす
303-340 沖茶臼陰斎王 おきちゃうす
340-367 皆木陰斎王 みなぎ
368-402 幡上陰斎王 はたがみ
402-438 造山陰斎王 つくりやま
438-451 箭田陰斎王 やた
451-461 作山陰斎王 つくりやま
461-492 岡高塚陰斎王 おかたかつか
493-522 小造山陰斎王 こつくりやま
523-551 樋之津陰斎王 ひのつ
552-594 三笠山陰斎王 みかさやま
594-636 岩崎山陰斎王 いわさきやま
636-671 鷺原陰斎王 さぎはら
671-700 板野陰斎王 いたの
700-721 稲荷山陰斎王 いなりやま
722-756 操山陰斎王 みさおやま
756-779 秋葉山陰斎王 あきばやま
779-801 乙倉陰斎王 おとくら
802-843 西江陰斎王 にしえ
844-871 加瀬野陰斎王 かせの
871-895 山吹陰斎王 やまぶき
895-934 鷲尾陰斎王 わしお
934-955 水川陰斎王 みずかわ
955-995 北木立陰斎王 きたこだち
996-1003 桜川陰斎王 さくらがわ
1003-1021 七瀬陰斎王 ななせ
1021-1046 後鷲尾陰斎王 ごわしお
1046-1080 梅園陰斎王 うめぞの
1081-1105 後北木立陰斎王 ごきたこだち
1106-1132 朝霧陰斎王 あさぎり
1132-1154 西夜風陰斎王 にしよかぜ
1154-1174 紫戸陰斎王 むらさきど
1174-1176 狭筵月陰斎王 さむしろづき
1176-1209 石畳陰斎王 いしだたみ
1209-1243 浅尾陰斎王 あさお
1243-1247 後七瀬陰斎王 ごななせ
1247-1287 後桜川陰斎王 ごさくらがわ
1287-1289 赤星陰斎王 あかぼし
1289-1309 後赤星陰斎王 ごあかぼし
1309-1325 後石畳陰斎王 ごいしだたみ
1326-1351 桃山陰斎王 ももやま
1351-1389 天柱陰斎王 あまばしら
1390-1412 神町陰斎王 かみまち
1412-1433 花小雨陰斎王 はなこさめ
1433-1459 後桃山陰斎王 ごももやま
1459-1490 青橋陰斎王 あおばし
1491-1522 後神町陰斎王 ごかみまち
1523-1549 霞里陰斎王 かすみさと
1549-1584 東小寺陰斎王 ひがしこでら
1584-1603 後霞里陰斎王 ごかすみさと
1603-1611 小赤玉陰斎王 こあかだま
1611-1615 時雨木陰斎王 しぐれぎ
1615-1617 南鳥陰斎王 みなみどり
1617-1629 後南鳥陰斎王 ごみなみどり
1629-1640 片敷陰斎王 かたしき
1640-1679 月野桂陰斎王 つきのかつら
1679-1692 花影陰斎王 はなかげ
1693-1711 後花影陰斎王 ごはなかげ
1711-1734 手折陰斎王 たおり



1734-1769 八稲穂陰斎王 やいなほ
1769-1774 緑川陰斎王 みどりがわ
1774-1793 後手折陰斎王 ごたおり
1793-1798 後片敷陰斎王 ごかたしき
1798-1803 浜日照陰斎王 はまひてる
1803-1812 黄水脈陰斎王 きみお
1812-1815 雨樋陰斎王 あまどい
1816-1840 篝火陰斎王 かがりび
1841-1868 岩衣陰斎王 いわごろも
1868-1872 嵐滝陰斎王 あらしだき
1873-1877 闇光陰斎王 やみひかり
1877-1892 舞風陰斎王 まいかぜ
1892-1905 白磐座陰斎王 しろいわくら
1905-1909 小窪陰斎王 こくぼ
1909-1914 昔霊陰斎王 むかしび
1914-1923 陰舞陰斎王 かげまい
1923-1935 初代舞返陰斎王 まいがえし
1935-1936 第二代舞返陰斎王
1936-1938 第三代舞返陰斎王
1938-1941 第四代舞返陰斎王
1941-1944 第五代舞返陰斎王
1944-1945 第六代舞返陰斎王
1945-1948 初代神穂里陰斎王 かんぽざと
1948-1953 第二代神穂里陰斎王
1953-1960 第三代神穂里陰斎王
1960-1967 第四代神穂里陰斎王
1967-1974 第五代神穂里陰斎王
1974-1979 第六代神穂里陰斎王
1979-1985 第七代神穂里陰斎王
1985-1989 第八代神穂里陰斎王
1989-1993 第九代神穂里陰斎王
1993-1996 第十代神穂里陰斎王
1996-2001 第十一代神穂里陰斎王
2001-2006 第十二代神穂里陰斎王
2006-2012 第十三代神穂里陰斎王
2012-2015 第十四代神穂里陰斎王
2015- 今上陰斎王
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