
奉納写真名簿：広島市 奉納写真名簿：広島県市部

郡市区町村 氏名 郡市区町村 氏名 郡市区町村 氏名
藤本清一 千田 小田　清 福山市新馬場町 伊藤　勇
高砂清徳 南観音町 伊ケ崎儀雄 福山市 光成球治
宮崎芳介 ？ 橋本二見 福山市 石平　正

水上町 井原　満 横木重雄 福山市 笠井久三
天神町 沖田実穂 横川 小田　猛 福山市 森田繁雄
舟入川口 木村太郎 大手町 三輪好見

山本佐一 尾長 長谷川忠美 尾道市 旦？理宗夫
山本盛正 江田島 松山幸敏 尾道市 鎗本美喜雄
戸倉音二 千太 吉賀　修 尾道市 西浜太一
井東俊造 江田島 松山敏春 尾道市久保町 槍本美喜雄
富樫明義 翠 神代楢人 尾道市土堂町 西浜太一
秋本盛雄 古田 坂田鋭太郎 尾道市土堂町 亘理宗夫

袋町 池田一幸 府中 佐々木幸夫 尾道市土堂町 谷本　薫
打越町 石井春雄 西新 山床　要 尾道市 鍋島俊之
千太町 吉賀定直 榎 岩井信一 尾道市 入野源吾
吉島羽衣 重弘辨一 藤澤音槌 尾道市 松原啓藏
吉島羽衣 水野弘吉 西松原 萬谷義孝 三原市 正時三郎

稲荷 藤島彦三 三原市 村上松雄
牛田旭区 山田　正 横川 神川　一 三原市 村上　満
己斐本町 佐藤一男 三原市 益野太郎
己斐本町 槌井　覺 祇園 井上兼四 三原市 藏谷大吉

篠　光雄 段原 岩政定治 三原市 石川甲一
牛田本町 井戸満喜人 台？ 原川好技 三原市 濱浦賢一
舟入中町 吉田照雄 鶴見 牧尾英男 三原町 藏谷吉三郎
内越町 角田孝一 榎 岩井義男
天神町 沖田朝男 皆実 原田　浩
天神町 沖田　守 塩屋 福永靜麿
千田町 益本孝照 八丁堀 大隅栄介
観音町 伊藤光裕 牛田町 宮崎芳介
下流川 三分一義則 松井　憲

中村文男
東観音町 三谷正人
荒神町 小出　敬
松本町 松本忠夫

三條本町 山田昌邦
ハリマヤ 森井芳彦

米田良一
大？ 宮本　豊
三港町 三戸一男
宝町 平原　勉
富士見町 平田政輝・定子
富士見町 森山　馨
東観音町 伊藤　巖
？ 横田宣隆

中村　武
森井正成
中嶋　清
福原　貢
渡邉直和
安家錬三
大隈春三



奉納写真名簿：呉市

郡市区町村 氏名 郡市区町村 氏名 郡市区町村 氏名
有熊瑠悟 髙光永明 中尾　悟
重枝　馨 髙木良三 金子壽夫
髙木　勲 西村公文 村中嘉一
大島泰三 林　巖 三上留信
内富　傳 大村鉄藏 平岡久雄
中村　宣 斉藤弘之 小林武夫
亀本哲夫 熊本長吉 堀本周一
岩村茂忠 巨畠八郎 吉本　勝
白石　守 中森　繁 小島　環
渡辺高志 柳　修 仁多　保
早川　豊 三谷敏雄 津森忠雄
田中一満 濱原勝太郎 山崎保彦

海兵50期 佐野孝夫 塩谷戦治 浜本貞美
原田陸藏 細馬信夫 米今一人
虫明　清 荒谷政喜 中田正弌
酒井秀夫 田中珠雄 築山武志

大瀬戸新治 田房康幸 兼行貞輔
西村芳雄 尾田誠一 長田栄一
永峯武男 竹本　豊 森田志郎
増本恵信 鍛本　力 森田政夫
村田福松 増田信之 石田守人
名田秀三 西原　弘
西尾　勝 中森静雄
原田　薫 久保田宗一
福井熊治 三好平九
浜田利貞 砂原　繁
村戸真澄 三好一郎
松永達夫 吉川忠夫

深田權四郎 坂本　晃？
坂村正人 櫻木義和
大倉忠明 磯村嘉一
秋島朝男 松本　充
徳永幹男 佐伯　実
増田俊明 十川保太郎
堀本正勝 國木　守
丸口テツミ 尾中蕃則
藤井義男 道上為祥
眞柄　孝 滝沢貞治
野津明敏 杉野利一
岡田常男 豊田一人
松井久雄 吉永茂雄
櫻木和眞 岡本友近
遠木文雄 夏井一衛
天田常重 古川嘉雄
有地輝久 原田洋三
新山計総 原田守人
中村治郎 井上　弘
松尾豊二 倉岡　彪

原田繁子(依頼主） 古谷松治郎
今浦百合松 廣川春美
伊ケ崎長太 渡辺美佐男
石川信恵 沖原髙次

脇本三喜男 宗野輝一



奉納写真名簿：広島県郡部

郡市区町村 氏名 郡市区町村 氏名 郡市区町村 氏名
草渡?町 小林直道 神石郡 平松正美 賀茂郡 景野照次
新市町 岩井　？ 神石郡 田邊　博 賀茂郡 新谷國登
広島陸軍病院西町 河村　登 神石郡海兵６６期 妹尾知明 賀茂郡 梶川　進
？段原町 金子一眞 神石郡 柳迫正徳 賀茂郡 倉本盛人
輕重？ 山本近好 深安郡 石岡保吉 賀茂郡 兼元　曻
小樽 若木正行 深安郡 三末長恵 賀茂郡 堀本實郎？
米？原末広町 金子素也 深安郡 小林徳男 賀茂郡 藻？谷生人
基町 長谷川　亘 安佐郡 竹田鉄夫 賀茂郡 藤原次一
芦品郡 友方常人 安佐郡 野崎芳郎 賀茂郡 村田平馬

南原勝人 安佐郡 沖田　博 賀茂郡 保田完吉
荒神町 小出實男 安佐郡 沖田　勇 賀茂郡 藤井政雄
荒神町 小出　敬 安佐郡 中本義人 賀茂郡 石川朝二
鴨 畠中佐盛 安佐郡 古氏？家義美
鴨 新倉春人 安佐郡 林　誠二

世羅郡 佐々木泰？ 安佐郡 川本秋人 奉納写真名簿：佐伯郡
三次？郡 福田喜春 安佐郡 川本博次
大竹町 松本晴義 沼隈郡 佐野京一 郡市区町村 氏名
比婆郡 加島武雄 沼隈郡 佐藤政夫 廿日市 佐藤和夫
比婆郡 清水忠秋 沼隈郡 松岡　京 廿日市町 島本信一
比婆郡 今岡？義明 山縣郡 岩野春雄 廿日市 橋本喜義
比婆郡 今岡？一之 山縣郡 岡田玉男 小方 畑田亭一
比婆郡 森田利男 山縣郡 沖田亀男 小方 石澄朝一
比婆郡 上原兼夫 山縣郡 平石平一 四？ 松井徳雄
双三郡 木下　要 山縣郡 鎌田友市
双三郡 黒板眞？一 山縣郡 美濃　正 中村 川空久藏
双三郡 佐々木忠美 高田郡 中森五郎 大竹 今井恒雄
双三郡 下谷　暹 高田郡 澤原貫万 玖？ 神本勝郎
双三郡 中迫　博 高田郡 石田調三 友和 下戸成勤
豊田郡 大削栄之進 高田郡 沖野清人 志？ 迫本恒丈
豊田郡 藤原文次 高田郡 土居鶴一 栗谷 木村逸藏？
豊田郡 山田芳之 高田郡 田原四大 大野 空岡清登
豊田郡 山田芳則 安藝郡 木村俊次 大野 空岡　生(ﾊﾔｼ)
豊田郡 鹿渡傳恵 安藝郡 永田健次 大野 広隈豊士
豊田郡 上本篁導 安藝郡 向井芳男 大野 石田敏男
豊田郡豊栄 重森　孝 安藝郡 住岡實雄 折田盛一
豊田郡 津井　明 安藝郡 大久保幸男 渡海國夫
豊田郡 児玉経輔 安藝郡 上蔦場正生 岡崎健一
豊田郡 藤原信夫 安藝郡 大藤公義 廣隈一作
豊田郡田万里町 小林之夫 安藝郡 ？　澤喜 河野昭雄
御調郡 笠井三十四 安藝郡 福永勝己 吉本輝男
御調郡 岡部七太郎 安藝郡 武田　章 森　善治
御調郡 稲井鐵志 安藝郡 光本岩登 合谷　明
御調郡 岡田正一 吉田清人

橋本二一
林　正

宮内 山根信夫
平本　活
榊　稔

北林好夫
庚牛 三吉信夫？
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