
№ 城館跡名 築城時期(推定) 城・館主等 種類 立地・形態・規模等 遺構 所在地 備考

1 田沼城跡 中世 佐野氏が築城、田沼氏、他 平城 平地、15,000㎡以上 土塁、堀 田沼町

2 唐沢山城跡 中世 佐野氏累代の城主 山城 唐沢山を中心とした一帯 石垣、土塁、堀切、竪堀、土橋 富士町,栃本町

3 佐野城（春日城）跡 江戸初期 佐野信吉 平山城 丘陵を中心とした一帯 216,600
㎡

主郭部曲輪、堀切、石垣等 若松町 戦後まで外堀一部残存

4 黄平原（木浦原）城跡 戦国期 遠藤駿河守、他 平山城 宝生山の麓 秋山町 陣の手,血汐庫,太鼓下し,こうじょうか
たなどの名称あり

5 藤四館跡 戦国期？ 山城 山腹 土塁 作原町

6 蓬莱山城跡 山城 作原町

7 蓬山城跡 平安 藤原秀郷 山城 蓬山山頂付近一帯 堀切、曲輪 作原町 佐野氏支城

8 小日向砦跡 山城 小日向山山腹 井戸 作原町

9 根古屋城跡 織豊期？ 小野高吉 山城 要谷山山麓 堀、曲輪、土塁、井戸 飛駒町

10 要谷山城跡 織豊期？ 小野高吉 山城 要谷山山頂付近 堀、曲輪、土塁、石垣、井戸 飛駒町

11 白岩山砦跡 戦国期 山城 白岩山山頂付近 堀切、曲輪、石垣 白岩町

12 阿土山城址 平安まで居住 阿戸太郎純門、他 山城 仙波町

13 長谷場城跡 戦国期？ 藤原秀郷 山城 扇山山頂付近 堀、曲輪、土塁 長谷場町

14 寄居城跡 山城 寄居山頂付近一帯 堀、曲輪 長谷場町

15 城之山城跡 山城 城之山山頂付近 堀切、曲輪、土塁 下彦間町

16 豊代城址 平城 豊代町

17 佐野源左衛門常世館跡 佐野源左衛門常世 長方形、17,967㎡ 土塁 豊代町

18 浅利城跡 室町 山城 浅利山山頂 堀切、曲輪、石垣組 閑馬町

19 仙賀城址 太田四郎行光 山城 仙賀山山頂、992㎡ 仙賀沢 城外に河合曲輪、杉郭曲輪あり

20 黒仁田城址 平安 太田権守行隆、他 山城 あくと町

21 正光寺城跡 戦国後期？ 平城 台地 堀切、曲輪、土塁 下彦間町

22 須花城跡 戦国後期 佐野国綱、他 山城 山頂一帯 堀切、曲輪、土塁 下彦間町

23 大網城跡 戦国期？ 山城 大網山山頂 堀切、曲輪、土塁 下彦間町

24 中村城址 南北朝 中村刑部平景春 平城 段丘 中町 中村氏は代々佐野氏の家臣

25 鰻山城跡 南北朝～室町 平山城 丘陵 堀切、曲輪、土塁 戸奈良町 1241年築造とも伝えられる

26 鳥居戸城跡 鎌倉 平城 平地 土塁 戸奈良町

27 諏訪山砦跡 織豊期 佐野氏 山城 中東方の山上 多田町

28 鳩ノ峰城跡 中世 山城 丘陵、244,800㎡ 赤見町

29 赤見駒場城跡 中世 山城 丘陵、64,000㎡ 堀切 赤見町

30 大門館跡 平城 平地、長方形、3,675㎡ 土塁 赤見町

31 横小路城跡 奈良～平
安        ・中世

平城 台地、46,000㎡ 土塁 赤見町

32 赤見城跡 平安 足利俊綱、戸賀崎義宗 平城 平地、長方形、11,156㎡ 土塁、水堀 赤見町 佐野氏支城

33 清水城跡（興聖寺城跡） 鎌倉 佐野国綱が築城、岩崎由
基、他

平城 平地、長方形、15428㎡ 土塁、水堀、曲輪 新吉水町

34 小見城跡 戦国期 小見次郎是綱 平城 平地 土塁 小見町 佐野氏支城

35 大網山城跡 中世 山城 大網山山頂付近 土塁、堀切、桝形 富士町 佐野氏支城

36 小中館跡 室町 平城 台地、正方形、10,925㎡ 土塁、水堀 小中町

37 屋形山城跡 戦国期 佐野越前守師綱、他 山城 屋形山山頂付近 ゴルフ場造成により消滅 富士町 佐野氏支城

38 古河岩城跡 戦国期？ 平山城 丘陵部を利用 土塁、堀切 富士町 唐沢山城の内囲の地点

39 佐野宗綱塁城跡 織豊期 大貫越中守政宗 平城 平地、長方形(推定) 壕や溝があったとの記録有り 富士町 佐野氏支城

40 小倉城跡 鎌倉 小倉刑部義成 平城 平地、長方形、4,038㎡ 水堀、土塁 韮川町 小田原攻めの後廃城

41 堀ノ内城跡 平城 台地、長方形、10,938㎡ 水堀 並木町

42 堀米城跡 鎌倉 堀籠宮内左衛門尉源有元 平城 平地、正方形、30,938㎡ 戦前に堀跡、土塁有り 堀米町 日本寺梵鐘に名有り

43 彦根藩陣屋跡 江戸 平城 台地、300㎡ 堀米町

44 黒袴藤岡城跡 戦国期 藤岡佐渡守秀行、他 平城 台地、長方形34,875㎡ 過去に「二条の壁塁」有り？ 黒袴町 佐野氏支城

45 阿曽沼城跡 平安 阿曽沼四郎広綱 平城 平地、長方形、40,688㎡ 土塁、空堀 浅沼町 佐野氏支城

46 免鳥城跡 戦国期 免鳥山城守義昌、他 平城 平地、長方形、30,625㎡ 井戸跡、水堀、曲輪 免鳥町 佐野氏支城

47 鐙塚阿曽沼城跡 室町 阿曽沼弾正 平城 台地、長方形 不明 鐙塚町 佐野氏支城

48 羽田城跡 鎌倉 殖田太郎(推定) 平城 平地、正方形、6,375㎡ 水堀（明治末まで土塁有り） 上羽田町

49 植野城（佐野陣屋）跡 江戸 堀田備前守正高、他 平城 平地、67,500㎡ 水堀、堀田稲荷 植下町 版籍奉還時に廃城

50 松本丹波守館跡 室町 平城 台地、28,500㎡ 超名町

51 高橋城跡 戦国期 白石豊前守 平城 平地、長方形、30,319㎡ 渡良瀬川堤防改修により消滅 高橋町 長尾顕長の重臣

52 椿田城跡 戦国期 福地出羽守寧久 平城 平地、長方形、7,875㎡ 水堀 船津川町 佐野氏支城

53 岩崎城跡 平安 佐野基綱、他 不明 明治期に消滅　(岩崎町)

54 牛ヶ城跡 岩崎義基 山城 山頂 土砂採掘の為消滅 不明 (山形町)

55 梅園城跡 不明 岩崎氏の属城？　(梅園町)

56 御所の入館 平安 岩崎義基 不明 (山形町)

57 毛野城跡 神馬七朗忠綱 石垣(不明瞭） 不明 (閑馬町)

58 吉水（清水）城跡 江戸 本多正純 平城 平地 区画整理事業により消滅 不明 (吉水町)

59 大貫越中の城跡 大貫越中 不明 佐野氏の家臣　(吉水町)

60 高野砦 織豊期 小野兵庫 不明 (下彦間町)

61 柴田六郎行綱の古城 柴田六郎行綱 不明 (多田町)

62 芝宮城 芝宮氏 不明 (戸奈良町)

63 室の沢館 船越六朗増綱 不明 (船越町)

64 太田式部故宅 鎌倉 太田二郎左衛門尉式宣 不明 (黒袴町)

65 飯田豊前故宅 織豊期 飯田豊前 不明 (大栗町)

66 名古屋次郎館 鎌倉 名古屋次郎大夫源基房 不明 (出流原町)

67 円藤伊賀守館 室町・戦国期 円藤伊賀守行宗 不明 (出流原町)

68 時崎仲光館 戦国期 時崎越後守仲光 不明 (出流原町)

69 武沢行冬宅 織豊期 武沢右近大夫行冬 不明 (出流原町)

佐野市内にある城館跡一覧表


