
式内 一宮 別表 他の社格
札幌神社 北海道神宮 北海道札幌市中央区 － （蝦夷国） 別表
月山神社 月山神社 山形県鶴岡市 名神 別表
鹿島神宮 鹿島神宮 茨城県鹿嶋市 名神 常陸国 別表 勅祭社
香取神宮 香取神宮 千葉県香取市 名神 下総国 別表 勅祭社
安房神社 安房神社 千葉県館山市 名神 安房国 別表
氷川神社 氷川神社 埼玉県さいたま市大宮区 名神 武蔵国 別表 勅祭社
日枝神社 日枝神社 東京都千代田区 － 別表
明治神宮 明治神宮 東京都渋谷区 － － 別表 勅祭社
三嶋神社 三嶋大社 静岡県三島市 名神 伊豆国 別表
浅間神社 富士山本宮浅間大社 静岡県富士宮市 名神 駿河国 別表
諏訪神社 諏訪大社 長野県諏訪市ほか 名神 信濃国 別表
熱田神宮 熱田神宮 愛知県名古屋市熱田区 名神 別表 勅祭社
気比神宮 気比神宮 福井県敦賀市 名神 越前国 別表
日吉（ひえ）神社 日吉（ひよし）大社 滋賀県大津市 名神 別表 二十二社
建部神社 建部大社 滋賀県大津市 名神 近江国 別表
多賀神社 多賀大社 滋賀県犬上郡多賀町 小社 別表
近江神宮 近江神宮 滋賀県大津市 － － 別表 勅祭社
国懸神宮 名神 紀伊国
日前神宮 名神 紀伊国
竈山神社 竈山神社 和歌山県和歌山市 小社 別表
熊野坐神社 熊野本宮大社 和歌山県田辺市 名神 別表
熊野速玉神社 熊野速玉大社 和歌山県新宮市 大社 別表
丹生都比売神社 丹生都比売神社 和歌山県伊都郡かつらぎ町 名神 紀伊国 別表

賀茂別雷神社
賀茂別雷神社
（上賀茂神社）

京都府京都市北区 名神 山城国 別表 二十二社・勅祭社

賀茂御祖神社
賀茂御祖神社
（下鴨神社）

京都府京都市左京区 名神 山城国 別表 二十二社・勅祭社

石清水八幡宮 石清水八幡宮 京都府八幡市 別表 二十二社・勅祭社
松尾神社 松尾大社 京都府京都市西京区 名神 別表 二十二社
平野神社 平野神社 京都府京都市北区 名神 別表 二十二社
稲荷神社 伏見稲荷大社 京都府京都市伏見区 名神 単立 二十二社
平安神宮 平安神宮 京都府京都市左京区 － － 別表 勅祭社
八坂神社 八坂神社 京都府京都市東山区 別表 二十二社
白峯神宮 白峯神宮 京都府京都市上京区 － － 別表
大神神社 大神神社 奈良県桜井市 名神 大和国 別表 二十二社
大和神社 大和神社 奈良県天理市 名神 別表 二十二社
石上神宮 石上神宮 奈良県天理市 名神 別表 二十二社
春日神社 春日大社 奈良県奈良市 名神 別表 二十二社・勅祭社
廣瀬神社 廣瀬大社 奈良県北葛城郡河合町 名神 別表 二十二社
龍田神社 龍田大社 奈良県生駒郡三郷町 名神 別表 二十二社

丹生川上神社（中社） 奈良県吉野郡東吉野村 名神 別表 二十二社
丹生川上神社上社 奈良県吉野郡川上村 別表
丹生川上神社下社 奈良県吉野郡下市町 別表

橿原神宮 橿原神宮 奈良県橿原市 － － 別表 勅祭社
吉野神宮 吉野神宮 奈良県吉野郡吉野町 － － 別表
枚岡神社 枚岡神社 大阪府東大阪市 名神 河内国 別表
大鳥神社 大鳥大社 大阪府堺市西区 名神 和泉国 別表
住吉神社 住吉大社 大阪府大阪市住吉区 名神 摂津国 別表 二十二社
生国魂神社 生国魂神社 大阪府大阪市天王寺区 名神 別表
水無瀬神宮 水無瀬神宮 大阪府三島郡島本町 － － 別表
廣田神社 廣田神社 兵庫県西宮市 名神 別表 二十二社
伊弉諾神社 伊弉諾神宮 兵庫県淡路市 名神 淡路国 別表
出雲大社 出雲大社 島根県出雲市 名神 出雲国 別表 勅祭社
赤間神宮 赤間神宮 山口県下関市 － 別表
香椎宮 香椎宮 福岡県福岡市東区 別表 勅祭社
宗像神社 宗像大社 福岡県宗像市 名神 別表
筥崎宮 筥崎宮 福岡県福岡市東区 名神 筑前国 別表
宇佐神宮 宇佐神宮 大分県宇佐市 名神 豊前国 別表 勅祭社
阿蘇神社 阿蘇神社 熊本県阿蘇市 名神 肥後国 別表
宮崎神宮 宮崎神宮 宮崎県宮崎市 別表
鵜戸神宮 鵜戸神宮 宮崎県日南市 別表
霧島神宮 霧島神宮 鹿児島県霧島市 別表
鹿児島神宮 鹿児島神宮 鹿児島県霧島市 大社 大隅国 別表
樺太神社 （廃社） 樺太豊原市 － － －
台湾神宮 （廃社） 台湾台北州台北市 － － －
朝鮮神宮 （廃社） 朝鮮京畿道京城府 － － － 勅祭社
扶余神宮 （未鎮座） 朝鮮忠清南道扶餘郡 － － －
関東神宮 （廃社） 関東州旅順市 － － －

南洋神社
南洋神社
（廃社の後に再建）

南洋庁パラオ・コロール島 － － －

気多神社 気多大社 石川県羽咋市 名神 能登国 単立
南宮神社 南宮大社 岐阜県不破郡垂井町 名神 美濃国 別表
多度神社 多度大社 三重県桑名市 名神 別表
熊野神社 熊野大社 島根県松江市 名神 出雲国 別表
大山祇神社 大山祇神社 愛媛県今治市 名神 伊予国 別表
高良神社 高良大社 福岡県久留米市 名神 筑後国 別表
梅宮神社 梅宮大社 京都府京都市右京区 名神 単立 二十二社
貴船神社 貴船神社 京都府京都市左京区 名神 別表 二十二社
大原野神社 大原野神社 京都府京都市西京区 別表 二十二社
吉田神社 吉田神社 京都府京都市左京区 別表 二十二社
北野神社 北野天満宮 京都府京都市上京区 － 別表 二十二社
出雲神社 出雲大神宮 京都府亀岡市 名神 丹波国 単立

籠神社
籠神社
（元伊勢籠神社）

京都府宮津市 名神 丹後国 別表

官幣小社
国幣小社

式内 一宮 別表 他の社格
上杉神社 上杉神社 山形県米沢市 上杉謙信 別表
霊山神社 霊山神社 福島県伊達市 北畠親房、北畠顕家他 別表

東照宮
東照宮
（日光東照宮）

栃木県日光市 徳川家康他 単立

唐沢山神社 唐沢山神社 栃木県佐野市 藤原秀郷 別表
常磐神社 常磐神社 茨城県水戸市 徳川光圀、徳川斉昭 別表
小御門神社 小御門神社 千葉県成田市 藤原師賢 別表
靖国神社 靖国神社 東京都千代田区 護国の英霊 単立 勅祭社
東照宮 久能山東照宮 静岡県静岡市駿河区 徳川家康 別表
尾山神社 尾山神社 石川県金沢市 前田利家 別表
福井神社 福井神社 福井県福井市 松平慶永 別表
藤島神社 藤島神社 福井県福井市 新田義貞 別表
結城神社 結城神社 三重県津市 結城宗広 別表
北畠神社 北畠神社 三重県津市 北畠顕能 別表
護王神社 護王神社 京都府京都市上京区 和気清麻呂他 別表
建勲神社 建勲神社 京都府京都市北区 織田信長 別表
豊国神社 豊国神社 京都府京都市東山区 豊臣秀吉 別表
梨木神社 梨木神社 京都府京都市上京区 三条実美他 別表
談山神社 談山神社 奈良県桜井市 藤原鎌足 別表
阿部野神社 阿部野神社 大阪府大阪市阿倍野区 北畠親房、北畠顕家 別表
四條畷神社 四條畷神社 大阪府四條畷市 楠木正行 別表
湊川神社 湊川神社 兵庫県神戸市中央区 楠木正成 別表
名和神社 名和神社 鳥取県西伯郡大山町 名和長年 別表
豊榮神社 豊榮神社 山口県山口市 毛利元就 別表
野田神社 野田神社 山口県山口市 毛利敬親他 別表
山内神社 山内神社 高知県高知市 土佐藩歴代藩主 単立
佐嘉神社 佐嘉神社 佐賀県佐賀市 鍋島直正他 別表
菊池神社 菊池神社 熊本県菊池市 菊池武時他 別表
照国神社 照国神社 鹿児島県鹿児島市 島津斉彬 別表

社格 社名

官幣大社

国幣大社

別格官幣社

社格

単立

現在の社名 所在地

社名 現在の社名 所在地 祭神
社格

社格

和歌山県和歌山市

丹生川上神社

日前神宮
・國懸神宮

官幣中社

国幣中社


