
カタカムナ 80 首 

 

1首 

カタカムナ ヒビキマノ スベシ アシアトウアン ウツシマツル 

カタカムナ ヒビキマノ スベシ アシアトウアン ウツシマツル  

 カタカムナ ウタヒ

カタカムナ ウタヒ 

2首 

ヤタノカカミ カタカムナカミ 

ヤタノカカミ カタカムナカミ 

3首 

 フトタマ ノ ミ ミコト フトマニ ニ

フトタマ ノ ミ ミコト フトマニ ニ 

4首 

 イハトハニ カミ ナリテ カタカムナ ヨソヤコト ホグシウタ

イハトハニ カミ ナリテ カタカムナ ヨソヤコト ホグシウタ 

5首 

 ヒフミヨイ マワリテメクル ムナヤコト アウノスヘシレ カタチサキ

ヒフミヨイ マワリテメクル ムナヤコト アウノスヘシレ カタチサキ 

6首 

 ソラニモロケセ ユヱヌオヲ ハエツヰネホン カタカムナ

ソラニモロケセ ユヱヌオヲ ハエツヰネホン カタカムナ 

7首 

 マカタマ ノ アマノミナカヌシ タカミムスヒ カムミムスヒ ミスマル ノ タマ

マカタマ ノ アマノミナカヌシ タカミムスヒ カムミムスヒ ミスマル ノ タマ 

8首 

 ウマシタカカム アシカビヒコ トコロ チマタ ノ トキ オカシ

ウマシタカカム アシカビヒコ トコロ チマタ ノ トキ オカシ 



9首 

 アメノトコタチ クニトコタチ アメ クニカ ソコ ソギ タチ カタカムナ

アメノトコタチ クニトコタチ アメ クニカ ソコ ソギ タチ カタカムナ  

 マノ トキ トコロ トコ タチ

マノ トキ トコロ トコ タチ 

10首 

  メグル マノ ミ ナカヌシ タカミムスヒ カムミムスヒ オノコロシマ

メグル マノ ミ ナカヌシ タカミムスヒ カムミムスヒ オノコロシマ 

 カムナ ホグ アメ ツチ ネ ハシ マリ

カムナ ホグ アメ ツチ ネ ハシ マリ 

11首 

 イハ フトヤ ネ イキ ツチ ノ ワ カタカムナ アマ ノ ヒト タマ カミ

イハ フトヤ ネ イキ ツチ ノ ワ カタカムナ アマ ノ ヒト タマ カミ 

 サキ サトリ ニナ タマ ノ ワケ ツミ イキ コト マリ ノ ワケ ヨミ

サキ サトリ ニナ タマ ノ ワケ ツミ イキ コト マリ ノ ワケ ヨミ 

12首 

 シヒ ハタ シヒ フミ カムミ アキ タマ ト アウ カムミ カタカムナ ノ

シヒ ハタ シヒ フミ カムミ アキ タマ ト アウ カムミ カタカムナ ノ 

 ミソデ ホト アオ ココロ アカ クスベ アカ ミコト ハナクスベ

ミソデ ホト アオ ココロ アカ クスベ アカ ミコト ハナクスベ 

コト ミチ トヨ クスベ ミチ ウタ シメシ 

コト ミチ トヨ クスベ ミチ ウタ シメシ 

13首 

 スヒチニ ツヌクヒ イモ イククヒ オホトノヂ イモ オホトノベ オモダル イモ

スヒチニ ツヌクヒ イモ イククヒ オホトノヂ イモ オホトノベ オモダル イモ 

アヤカシコネ イサナミ イサナギ トヨ カブ シヌ ウキ フヌ マカ ハコ クニ 

アヤカシコネ イサナミ イサナギ トヨ カブ シヌ ウキ フヌ マカ ハコ クニ 

 



14首 

  オホコトオシヲ イハツチヒコ イハスヒメ オホトヒワケ アメノフキヲ オホヤヒコ

オホコトオシヲ イハツチヒコ イハスヒメ オホトヒワケ アメノフキヲ オホヤヒコ 

カサケツワケノオシヲ オホワタツミ ハヤアキツヒコ イモ ハヤアキツヒメ 

カサケツワケノオシヲ オホワタツミ ハヤアキツヒコ イモ ハヤアキツヒメ 

15首 

  アワナギ アワナミ ツラナギ ナミ アヤミクマリ クニノミクマリ アメノクヒサモチ

アワナギ アワナミ ツラナギ ナミ アヤミクマリ クニノミクマリ アメノクヒサモチ 

クニノクヒサモチ シナツヒコ ククノチ オホヤマツミ ヌツチ カヤヌヒメ 

クニノクヒサモチ シナツヒコ ククノチ オホヤマツミ ヌツチ カヤヌヒメ 

16首 

  アメノサツチ クニノサツチ アメノサギリ クニノサギリ アメノクラト クニノクラト

アメノサツチ クニノサツチ アメノサギリ クニノサギリ アメノクラト クニノクラト

オホトマトヒコ オホトマトヒメ トリノイハクスフネ オホケツヒメ 

オホトマトヒコ オホトマトヒメ トリノイハクスフネ オホケツヒメ 

17首 

  カムナガラ トヨヒ カミ アマ ウツシ ヤホ トヨノ ユツ イキ フタ ネ フタ

カムナガラ トヨヒ カミ アマ ウツシ ヤホ トヨノ ユツ イキ フタ ネ フタ 

 ハシ ウキフ ツミ タカ マカ カヅ ムスヒ ヌシ カタカムナ マカ ハコ クニ ノ 

ハシ ウキフ ツミ タカ マカ カヅ ムスヒ ヌシ カタカムナ マカ ハコ クニ ノ 

ヒトツカタ ツミ 

ヒトツカタ ツミ 

18首 

 カム アシ キネ アマ タマ ノ ムカヒ アマ アメ オホトノヂ オホトノベ アマ クニ

カム アシ キネ アマ タマ ノ ムカヒ アマ アメ オホトノヂ オホトノベ アマ クニ 

ムカヒ トコ タチ 

ムカヒ トコ タチ 

19首 

マカ カ オホ チ カム イツ ノ タテ カム アマナ アモリ ムカヒ アメノウツメ 

マカ カ オホ チ カム イツ ノ タテ カム アマナ アモリ ムカヒ アメノウツメ 



 

20首 

  アマ ノ カカミ アメ ノ ヨワロツ トキ トコロ トコ タチ

アマ ノ カカミ アメ ノ ヨワロツ トキ トコロ トコ タチ 

アメ クニ ノ ヤホ ソト ナミ カタカムナ カタチ サキ アワセ マクハヒ 

アメ クニ ノ ヤホ ソト ナミ カタカムナ カタチ サキ アワセ マクハヒ 

21首 

  イマ トハ ヒトワ ミコ ニホ ヤホ アマツ クニ コト ミチ カタカムナ ナミ

イマ トハ ヒトワ ミコ ニホ ヤホ アマツ クニ コト ミチ カタカムナ ナミ 

 マリ メグル オホ トコロ イモ マク カラ ミヌ フト ヤマト

マリ メグル オホ トコロ イモ マク カラ ミヌ フト ヤマト 

22首 

アメ オキミツゴ モコロシマ アマツ アキツ ネ ツクシシマ オホトヤシマ 

アメ オキミツゴ モコロシマ アマツ アキツ ネ ツクシシマ オホトヤシマ 

23首 

アマ タカマカハラ アワチホノサワケ アメ クニクラト オキミツゴシマ 

アマ タカマカハラ アワチホノサワケ アメ クニクラト オキミツゴシマ 

24首 

アメ クニサギリ モコロ シマ アメ クニサツチ ソコ ソギ シマ タケヒワケ 

アメ クニサギリ モコロ シマ アメ クニサツチ ソコ ソギ シマ タケヒワケ 

25首 

オホトマト オホケツヒメ イワクストリフネ ミツゴナミ ヒノカカヒコ

オホトマト オホケツヒメ イワクストリフネ ミツゴナミ ヒノカカヒコ 

26首 

タクリ カナヤマ ウツメクソ アメノハニヤス ミツハノメ オキツ フトマリ 

タクリ カナヤマ ウツメクソ アメノハニヤス ミツハノメ オキツ フトマリ 



27首 

イハクスユ マリ アマナ クニヌシ ワレ ムスビ イホ クニツ マリ ヤヘモコロ 

イハクスユ マリ アマナ クニヌシ ワレ ムスビ イホ クニツ マリ ヤヘモコロ 

28首 

イキノヒトツネ イククヒノツチ カグナツチ イハサクネ サク イハツ ツヌヲ 

イキノヒトツネ イククヒノツチ カグナツチ イハサクネ サク イハツ ツヌヲ 

29首 

ミカヒシキシマ ハヤヒタケフツ カタカムナ オホワクムスビ ヤタシマ 

ミカヒシキシマ ハヤヒタケフツ カタカムナ オホワクムスビ ヤタシマ 

30首 

  トヨクモヌ フツサカル ツミ フトナシメシウタ マリタバネ カブシウキフヌ

トヨクモヌ フツサカル ツミ フトナシメシウタ マリタバネ カブシウキフヌ 

 メグルマリ ウヒチニホロシ カタカムナ タカマカムスビヌシ イモ イククヒ 

メグルマリ ウヒチニホロシ カタカムナ タカマカムスビヌシ イモ イククヒ  

 カミ ワク サトリ

カミ ワク サトリ 

31首 

 カタカムナ オホトノヂ カムミムスビ イモ オホトノベ マクミワクタマ

カタカムナ オホトノヂ カムミムスビ イモ オホトノベ マクミワクタマ  

  イモ カラミ マクミ トノヘシ カタカムナ サカキメグリ ノ カム ヤタマリ

イモ カラミ マクミ トノヘシ カタカムナ サカキメグリ ノ カム ヤタマリ 

オモタルヌシ シヅマリヌ クニヌシ 

オモタルヌシ シヅマリヌ クニヌシ 

32首 

 アマノカミ アメノヨロヅ クナギノタマワケ アヤクメシコネ カムツミ シヅマリヌ

アマノカミ アメノヨロヅ クナギノタマワケ アヤクメシコネ カムツミ シヅマリヌ 

イツノタテカム アワ ナギ カサネ アハヂノホノサワケ シマ イヨノイヤシロチ 

イツノタテカム アワ ナギ カサネ アハヂノホノサワケ シマ イヨノイヤシロチ 



33首 

 カムナガラ エヒメサヌキヂ アワトサヂ アメノオシコロ オキミツゴ ツクシ

カムナガラ エヒメサヌキヂ アワトサヂ アメノオシコロ オキミツゴ ツクシ 

トヨワケ ヒノクニ クマソ イヤシロチバ イキツサキヨリ イヤシロ コト サトリ 

トヨワケ ヒノクニ クマソ イヤシロチバ イキツサキヨリ イヤシロ コト サトリ 

34首 

 アマツミソラ ノ アメヒトツハシラ サド オホヤマト イヤシロチ 

アマツミソラ ノ アメヒトツハシラ サド オホヤマト イヤシロチ  

 タニ キビコ アキツ ノ イヤシロ スベ シマカサネ オホタマルワケ

タニ キビコ アキツ ノ イヤシロ スベ シマカサネ オホタマルワケ  

オホコトオシヲ トワ チカ フタヤヒメ 

オホコトオシヲ トワ チカ フタヤヒメ 

35首 

 カムナガラ オホトヒワケ ノ カタカムナ イハツチヒコ イハスヒメ ツミ

カムナガラ オホトヒワケ ノ カタカムナ イハツチヒコ イハスヒメ ツミ 

 アメノフキヲ ノ オホヤヒコオシヲ オホトヂ カサネ ワタヒメ

アメノフキヲ ノ オホヤヒコオシヲ オホトヂ カサネ ワタヒメ 

ハヤアキツ マノ ヒコ ヒメ 

ハヤアキツ マノ ヒコ ヒメ 

36首 

 カムナガラ オホワタツミ カハ ウミワケ イカツ アワナギ アワナミ カタフト

カムナガラ オホワタツミ カハ ウミワケ イカツ アワナギ アワナミ カタフト 

ムスヒ オホトノヂ アメノミクマリ クニノミクマリ ツラナギ メグル トヨツラナミ 

ムスヒ オホトノヂ アメノミクマリ クニノミクマリ ツラナギ メグル トヨツラナミ 

37首 

 カムナガラ アメノクヒサモチ カタカムナ クニノクヒサモチ オキミツゴ サキ カゼ

カムナガラ アメノクヒサモチ カタカムナ クニノクヒサモチ オキミツゴ サキ カゼ 

シナツヒコ キノククノチ イヤミソギ ミチ オホヤマツミ カヤヌヒメツチ イヤミソギ 

シナツヒコ キノククノチ イヤミソギ ミチ オホヤマツミ カヤヌヒメツチ イヤミソギ 



38首 

  カムナガラ アメクニサツチ アメクニサギリ イヤミソギ サネ アメクニクラト

カムナガラ アメクニサツチ アメクニサギリ イヤミソギ サネ アメクニクラト 

  オホマヒコヒメ イヤミソギ マリ オホケツヒメ ヒノヤギハヤヲ ヒメ

オホマヒコヒメ イヤミソギ マリ オホケツヒメ ヒノヤギハヤヲ ヒメ 

イヤミソギ ワク 

イヤミソギ ワク 

39首 

  カムナガラ ヒノカガヒコ ヒノカグツチ イヤミソギ ムス カタカムナ カナヤマヒコ

カムナガラ ヒノカガヒコ ヒノカグツチ イヤミソギ ムス カタカムナ カナヤマヒコ 

カナヤマヒメ イヤミソギ ハニヤスヒコ ヒメ ミツハ ワクムス  イヤミソギ 

カナヤマヒメ イヤミソギ ハニヤスヒコ ヒメ ミツハ ワクムス  イヤミソギ 

40首 

カムナガラ トヨウケヒメヌ イカツチヒビキ マノネ カタカムナ イハサクネサク 

カムナガラ トヨウケヒメヌ イカツチヒビキ マノネ カタカムナ イハサクネサクイハ

ツツヲ マリツラネ ミカヒハヤビヌ タケイカツチ タケフツノムスビ 

イハツツヲ マリツラネ ミカヒハヤビヌ タケイカツチ タケフツノムスビ 

41首 

カムナガラ とよクラオカミクラミツハ  アマタマ マトマリ カタカムナ  

カムナガラ トヨクラオカミ クラミツハ アマタマ マトマリ カタカムナ 

マサカヤマツミ ムカヒマリ オドヤマツミヲ メグルマリ ワクミハラナル 

マサカヤマツミ ムカヒマリ オドヤマツミヲ メグルマリ ワクミハラナル 

  マカヒ クシサリ

マカヒ クシサリ 

42首 

 カムナガラ クラヤマツミヌ ミホトヨニ オクヤマツミ カタカムナ

カムナガラ クラヤマツミヌ ミホトヨニ オクヤマツミ カタカムナ 

  ココロ ツラナギ ハヤマ ツミ タカマカハラ カタカム

ココロ ツラナギ ハヤマ ツミ タカマカハラ カタカム 



フトマニ アメノヲハバリ イツノヲハバリ 

フトマニ アメノヲハバリ イツノヲハバリ 

43首 

  カムナガラ ミハカシナ カタカケメグル オホカムツミ ヨモツ チシキ

カムナガラ ミハカシナ カタカケメグル オホカムツミ ヨモツ チシキ 

  ノ イ フヤサカ カム マトマリノ ツキタテフナト ミチナガチバ タケナミハメ

ノ イ フヤサカ カム マトマリノ ツキタテフナト ミチナガチバ タケナミハメ 

ソラ ワケ イ フヤサカ 

ソラ ワケ イ フヤサカ 

44首 

カムナガラ マノ ハス トヂノ トキオカシ ワツラヒノウシ カサネ ツミ 

カムナガラ マノ ハス トヂノ トキオカシ ワツラヒノウシ カサネ ツミ 

 メグル マノ チマタ ムスビ ヌヒ カタカムナ アキクヒノウシ ムカヒ

メグル マノ チマタ ムスビ ヌヒ カタカムナ アキクヒノウシ ムカヒ 

マリ タマ オキサカル オキナギサヒコ 

マリ タマ オキサカル オキナギサヒコ 

45首 

 カムナガラ オキツカヒベラ ヘサカル ミチ タマ フトマニノ ヘツナギサビコ

カムナガラ オキツカヒベラ ヘサカル ミチ タマ フトマニノ ヘツナギサビコ 

  カタカムナ トヨウケミ カタ ヘツカヒヘラ アワノマガ ヤソマガツヒ

カタカムナ トヨウケミ カタ ヘツカヒヘラ アワノマガ ヤソマガツヒ 

オホマガツヒ 

オホマガツヒ 

46首 

 カムナガラ クニカツギ フトマニノ アヤ カムナホビ オホカムナホビ

カムナガラ クニカツギ フトマニノ アヤ カムナホビ オホカムナホビ 

 イツノメニ オホトヂムスビ イツノメノ ソコツワタツミ

イツノメニ オホトヂムスビ イツノメノ ソコツワタツミ 

ソコツツヲ イシ マトマリ メグル ナカツツヲ 

ソコツツヲ イシ マトマリ メグル ナカツツヲ 



47首 

カムナガラ ウハツワタツミ ムラヂイツク ウハツツヲ アマテラス 

カムナガラ ウハツワタツミ ムラヂイツク ウハツツヲ アマテラス 

 ウツシキ カナサク タケハヤスサノヲ ツキヨミマ ミクラタナ

ウツシキ カナサク タケハヤスサノヲ ツキヨミマ ミクラタナ 

タキリヒメ イチキシマ サヨリヒメ 

タキリヒメ イチキシマ サヨリヒメ 

48首 

アマツカミ カムナ マニマニ ウタ サトシ ヤクサスヘヒト ココロ ワク ミト 

アマツカミ カムナ マニマニ ウタ サトシ ヤクサスヘヒト ココロ ワク ミト 

49首 

マカウミコ メクル モコロ オキミツゴ ヨモツ チカヘシ カム ツミ ココロ 

マカウミコ メクル モコロ オキミツゴ ヨモツ チカヘシ カム ツミ ココロ 

50首 

カムツミ ツキタツフナト イキココロ アハキタカタマ ミチノナカチハ 

カムツミ ツキタツフナト イキココロ アハキタカタマ ミチノナカチハ 

51首 

イキココロ アハキマハラ トキオカシ トコロチマタシ ワツラヒノウシ 

イキココロ アハキマハラ トキオカシ トコロチマタシ ワツラヒノウシ 

52首 

タマキソラ アキクヒノウシ オキサカル ナギサヒコ オキツカヒヘラ ナミ 

タマキソラ アキクヒノウシ オキサカル ナギサヒコ オキツカヒヘラ ナミ 

53首 

イキココロ アマナ ヘサカル モモヒクニ ヘツナギサヒコ ヘツカヒヘラ 

イキココロ アマナ ヘサカル モモヒクニ ヘツナギサヒコ ヘツカヒヘラ 

54首  

タマルツチ イカツツラナギ セカツキ ハクミ アシハラ ヤクサ アヲヒト 

タマルツチ イカツツラナギ セカツキ ハクミ アシハラ ヤクサ アヲヒト 



55首 

イキココロ ナカツミシロ イツヲノメ シキケカクツチ イヤシロノツチ 

イキココロ ナカツミシロ イツヲノメ シキケカクツチ イヤシロノツチ 

56首 

オホナホビメ イキココロ カムミイヤマヒ カムミソギ ウルハシココロ 

オホナホビメ イキココロ カムミイヤマヒ カムミソギ ウルハシココロ 

57首 

アカキ ウツシネ カムミ カラヤマ ムナシキ ケヒココロ ケシキ ウツシネ 

アカキ ウツシネ カムミ カラヤマ ムナシキ ケヒココロ ケシキ ウツシネ 

58首 

カムナ マニマニ カミワケノウタ オホトタマ タマルアハ チホノサワケ 

カムナ マニマニ カミワケノウタ オホトタマ タマルアハ チホノサワケ 

59首 

オホコトオシヲ イヨフタナ イキツ ヒメシマ オホトヒワケ ハツチヒコ 

オホコトオシヲ イヨフタナ イキツ ヒメシマ オホトヒワケ ハツチヒコ 

60首 

カムナ マニマニ トヨウケヒメ ワクムスビ カミワケノミチ アメヨロツ 

カムナ マニマニ トヨウケヒメ ワクムスビ カミワケノミチ アメヨロツ 

61首 

アマアワナギ ハヤアキツ ヨモツ チカヘシ ヤホ ウツシ ツミ カシラハラ 

アマアワナギ ハヤアキツ ヨモツ チカヘシ ヤホ ウツシ ツミ カシラハラ 

62首 

  ヤクサ イカツチ ウツシツミ ヒダリミギリノ タナカヒノマ アキツヒメ

ヤクサ イカツチ ウツシツミ ヒダリミギリノ タナカヒノマ アキツヒメ 

63首 

ヘサカルカムミ ウツシツミ ムネニ タナマタ オクソギ タナココロ ノセ 

ヘサカルカムミ ウツシツミ ムネニ タナマタ オクソギ タナココロ ノセ 



64首 

  ヤハ マカシ ソレ ツミ アメノ セヲ キネ アキ タマ コメ カムナガラ ワク

ヤハ マカシ ソレ ツミ アメノ セヲ キネ アキ タマ コメ カムナガラ ワク 

 ツミ ヒトヨ ヤシ アナミ ワク アナミ コロ アメノ トヨセ ツミ アメノ 

ツミ ヒトヨ ヤシ アナミ ワク アナミ コロ アメノ トヨセ ツミ アメノ 

ヨロツ ミナカノオホカミ 

ヨロツ ミナカノオホカミ 

65首 

 カムナガラ アマ ネキ アメノ ワク トメ ミチ トヨ カム ツミ アワ タマ ヒメ

カムナガラ アマ ネキ アメノ ワク トメ ミチ トヨ カム ツミ アワ タマ ヒメ 

ヤス マ ワケ ツミ ワク ハヤ タニ サキ イカツチ ヒビキ アマ タマ ノ ネ 

ヤス マ ワケ ツミ ワク ハヤ タニ サキ イカツチ ヒビキ アマ タマ ノ ネ 

66首 

カムナガラ ミツハ ワク ムス マカタマ ノ アキ カタ フマリ ツツ 

カムナガラ ミツハ ワク ムス マカタマ ノ アキ カタ フマリ ツツ 

ウミ ノ アナ トヨ フツ フミ ハマリ カムナガラ ミツハ ワク ムス 

ウミ ノ アナ トヨ フツ フミ ハマリ カムナガラ ミツハ ワク ムス 

ミソデ マク カラミ ミカ ハヤビ 

ミソデ マク カラミ ミカ ハヤビ 

67首 

カゼ ミツ トロ ヤマ ツツミ クミト ヤマ ツツミ カムナガラ 

カゼ ミツ トロ ヤマ ツツミ クミト ヤマ ツツミ カムナガラ 

 イワト ヌマ ツツミ オトワ ヤマ ツツミ トロ カエシ アオ アマ

イワト ヌマ ツツミ オトワ ヤマ ツツミ トロ カエシ アオ アマ 

イワト ヤマ ツミ ハラ ヤマ ツミ アメノ ヨハ イホ ツワケ 

イワト ヤマ ツミ ハラ ヤマ ツミ アメノ ヨハ イホ ツワケ 

68首 

 トヨホ イホ カムナガラ オホ カム カエシ ワケ カエシ イキ トキ オホ ワ カエ

トヨホ イホ カムナガラ オホ カム カエシ ワケ カエシ イキ トキ オホ ワ カエシ 

スベ ソラ カムナガラ オキ ハヒ オキ ナギ サキ アヤ オキツ アカ ユラハユ タヘ 



69首 

  カムナガラ カエシ ナギ トキ トコロ タカ ユラ イヤ アマ ウツシ オホ

カムナガラ カエシ ナギ トキ トコロ タカ ユラ イヤ アマ ウツシ オホ 

アマ ウツシ カムナガラカム ナホビ イキ アマツ トメ ハヤ ウツシ ワタツミ  

アマ ウツシ カムナガラカム ナホビ イキ アマツ トメ ハヤ ウツシ ワタツミ 

ハヤ ヨミツ カム アマ 

ハヤ ヨミツ カム アマ 

70首 

 アナ ウツシ ワタツミ アナ ユツ チハ ウツシ ワタツミ チハ ヨミツ 

アナ ウツシ ワタツミ アナ ユツ チハ ウツシ ワタツミ チハ ヨミツ 

 カム アマ ミチ ハヒ ウツシ ワタ カエシ ミチ チハ ハマ トヨ

カム アマ ミチ ハヒ ウツシ ワタ カエシ ミチ チハ ハマ トヨ 

チハ ウツシ カエシ カムナガラ チハ ヨミツ 

チハ ウツシ カエシ カムナガラ チハ ヨミツ 

71首 

 ウチムシ イキ カエシ ワク ウツシ ホギ アナ フト アマ ヤマト 

ウチムシ イキ カエシ ワク ウツシ ホギ アナ フト アマ ヤマト 

 カムナガラ ウツシ ヨミ ワケ ヤホ ヤタ トメ フミ ナギ ワタ サキ

カムナガラ ウツシ ヨミ ワケ ヤホ ヤタ トメ フミ ナギ ワタ サキ 

アメ カム アマ オキツ サキ シマ ウシ 

アメ カム アマ オキツ サキ シマ ウシ 

72首 

 ソレ マ アマ ウツシ アウ ホコ アメ オホ カムナガラ アメノ ハシ マリ

ソレ マ アマ ウツシ アウ ホコ アメ オホ カムナガラ アメノ ハシ マリ 

 ココロ ワク ヤマ コブ ワケ ヒトミ トリ ムスヒメ ヒネ カムナガラ ウツシ

ココロ ワク ヤマ コブ ワケ ヒトミ トリ ムスヒメ ヒネ カムナガラ ウツシ 

タマ イキ コト サキ ワレメ 

タマ イキ コト サキ ワレメ 

73首 

 アメノ ヒトネ フトタマ アメノ カミ カム アマ アメノ ウケ ハシ



アメノ ヒトネ フトタマ アメノ カミ カム アマ アメノ ウケ ハシ 

 ナギ ウツシ ミチ ナミ ウツシ ヤシマ イヤミチ オキ イキ カム

ナギ ウツシ ミチ ナミ ウツシ ヤシマ イヤミチ オキ イキ カム 

アマ ヒメチ ナミ アメノ ナホビ チハ ヒメ フカヒ ウツシ 

アマ ヒメチ ナミ アメノ ナホビ チハ ヒメ フカヒ ウツシ 

74首 

スベ カエシ ヤタ ナホビ カムナガラ アメノ ウツシ ヨミ タネ ウム 

スベ カエシ ヤタ ナホビ カムナガラ アメノ ウツシ ヨミ タネ ウム 

ヤホマリ フナミ ヤホマリ フナミ ウミ フトヨ ヤト カム アマ イキ 

ヤホマリ フナミ ヤホマリ フナミ ウミ フトヨ ヤト カム アマ イキ 

フナ イサキ クニ ヒト アメノ ハム フナ イヤ ハム 

フナ イサキ クニ ヒト アメノ ハム フナ イヤ ハム 

75首 

 ナギ ウム カムナガラ イホ ハラ ハメ ヤホ ウツシ クマリ ワクムスビ

ナギ ウム カムナガラ イホ ハラ ハメ ヤホ ウツシ クマリ ワクムスビ 

 トヨウケヒメ カムナガラ オキ ホト ムツ ナギ サキ トコ カムミ マリ

トヨウケヒメ カムナガラ オキ ホト ムツ ナギ サキ トコ カムミ マリ 

アメノ ヤタカミ アメノ ソマ 

アメノ ヤタカミ アメノ ソマ 

76首 

 カムナガラ アマ ワレマ アメノ クソムス オキ ヤホマ カム ウツシ

カムナガラ アマ ワレマ アメノ クソムス オキ ヤホマ カム ウツシ 

 スベ カエシ フナ コロシ カムナガラ ア ナ アマ ハユ ユツ コナ

スベ カエシ フナ コロシ カムナガラ ア ナ アマ ハユ ユツ コナ 

カムミ マリ アメノ コト ミチ ヨミ カム アマ 

カムミ マリ アメノ コト ミチ ヨミ カム アマ 

77首 

 ヒネ シマ ヒメ ヨミ オキ ヤマツミ ムツノ ウツシ カエシ フナ カエシ

ヒネ シマ ヒメ ヨミ オキ ヤマツミ ムツノ ウツシ カエシ フナ カエシ 

 ハネ カムナガラ オホ トケ ハシリ アマ トヨ コトミチ ナミ ウロ ハユ



ハネ カムナガラ オホ トケ ハシリ アマ トヨ コトミチ ナミ ウロ ハユ 

アメ ウツシ アヤ カムナガラ アメノ フトマリ 

アメ ウツシ アヤ カムナガラ アメノ フトマリ 

78首 

 ヤマト ヒネ フトヤ フミトメ トロミ ハユ フナトメ フナミ カエシ コト

ヤマト ヒネ フトヤ フミトメ トロミ ハユ フナトメ フナミ カエシ コト 

 カムナガラ アメノ フナ フミ オホ ナミ ヒメ アメノウヅメヒメ ハニ ヤギ

カムナガラ アメノ フナ フミ オホ ナミ ヒメ アメノウヅメヒメ ハニ ヤギ 

ウヅメ カムナガラ オキツ フトマ ハシ フトヤ ユマリ ネギ 

ウヅメ カムナガラ オキツ フトマ ハシ フトヤ ユマリ ネギ 

79首 

 オホ ワタ マリ イムナ カムナガラ カム アマ ヒト タマ

オホ ワタ マリ イムナ カムナガラ カム アマ ヒト タマ 

 カム マリ ハヒ タマ ハヒ オキナ サキ ミチ カム ミチ

カム マリ ハヒ タマ ハヒ オキナ サキ ミチ カム ミチ 

カムナガラ マノ スベ オキ アマツ イマ ウミ ヒト ウツシ 

カムナガラ マノ スベ オキ アマツ イマ ウミ ヒト ウツシ 

80首 

 ヒト アメノ ウツシ ネ カムナガラ ウミ イマ サキ イヤミヨ ヤホ ウミ

ヒト アメノ ウツシ ネ カムナガラ ウミ イマ サキ イヤミヨ ヤホ ウミ 

アマ マカ ウミ ウツシ ソレ ヤス カムナガラ ミトロ カヘシ アキ ウツシ 

アマ マカ ウミ ウツシ ソレ ヤス カムナガラ ミトロ カヘシ アキ ウツシ 

スベ ワリ アマ タマ ミトロ カヘシ 

スベ ワリ アマ タマ ミトロ カヘシ 
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