
奉納写真名簿：浜田市 奉納写真名簿：津和野、日原、木部
（濱田市、浜田町）

郡市区町村 氏名 郡市区町村 氏名 郡市区町村 氏名
古原重幸 津和野 廣貞一夫 日原村 清川吉雄
細上　登 津和野 大庭裕氏 日原村 伊藤　嘉

佐々木忠一郎 津和野 河野資雄 日原村上市 豊田龍平
叶松正登 津和野 桑原正三郎 日原村 倉永鶴一
清水髙芳 津和野 岸田　隆 日原村 河本愼市
清水佐敏 津和野 日原村駅前 吉松　勉
古和義信 津和野 久祉？久男 日原村 尾崎　定
新井　武 津和野 橋本　明 日原村 沖田國雄
泉岸治郎 津和野 岸田政行 日原村 石川孫一
山口繁夫 津和野 岸田歳次 日原村 竹内猪三雄
田中廉藤 津和野 石田利三郎 日原村 石川国夫
大中正一 津和野 森下助一 日原村 田中廣男

田中愛三郎 津和野 矢野輝夫 日原村 中村秋夫
小松岩一 津和野 大上頼一 日原村 源　慶之進

佐々木弘之 津和野 雪野　勇 日原村 髙山政男
佐々森？正幸 津和野 吉松　弘

永里武雄 津和野 平野孝夫
寺井国香兄 津和野 岩本瀧治 郡市区町村 氏名
安藤文夫 津和野 岩本大三郎 木部村 山本髙一
河野光夫 津和野 村重冨造 木部村 左々田國人
新井好孝 津和野 村田恭助 木部村 伊藤友昭
髙木信作 津和野 豊田芳生 木部村 岡村　勲
眞鍋矩夫 津和野 倉益義雄 木部村 松田熊一
千本正実 津和野 倉永嘉廣 木部村 中島誠一

三田熊三郎 津和野 柴田勝人 木部村 岸田正一
中村敏延 津和野 木村重勝 木部村 青木　誠？
飯田章三 木部村 水崎文男
吉川　武 木部村 原田　登
鈴木治夫 木部村 濱井荘一
田原清藏 木部村 藤井義男

石原善二郎 木部村 岸田清定
品川市郎 木部村 住吉又念

黒崎良三郎 木部村 大庭浅男
飯田光雄
新井信夫
谷口　猛

梅田義喜知
上田　実
國分　勇

佐々木盛勝
佐々木　曻
佐々木正人
森脇一郎
石田浩造



奉納写真名簿：島根県鹿足郡 奉納写真名簿：島根県鹿足郡 奉納写真名簿：島根県鹿足郡

郡市区町村 氏名 郡市区町村 氏名 郡市区町村 氏名
月和田 三浦人志 小川村 岩道（現牧村）惣市 柿木村 永安武雄
倉木村 宇佐川春男 小川村 川上カズト 柿木村 山根靜一
小部村 岸田笛美 小川村 早川　博 柿木村 三浦　至
？部 下森隆一 小川村 牧村健一 柿木村 田村久男
吉部村 倉元喜代熊 小川村 岩道　實 柿木村 石川基助
吉部村 有福五郎一 小川村 椿　伸夫 柿木村 藤森辰一
吉部村 西符？吉 小川村 藤永虎市 柿木村 中川義雄
吉部村 住田末松 小川村 鮎川律男 柿木村 三浦　寛
六日市村 岩崎重政 小川村 石川　明 柿木村 小田髙幸
六日市村 孝野朝夫 小川村 伊藤仲治 柿木村 早川英明
六日市村 近藤芳忠 小川村 長嶺一臣 柿木村 村上俊雄
六日市村 谷元貞雄 小川村 上田儀三郎 柿木村 山田　傳
青原村 豊田岩一 小川村 青木一郎 柿木村 田村和夫
七日市村 河野梅人 小川村 倉永信一 柿木村 庭田美佐雄
七日市村 石村勝人 小川村 滝之春夫 柿木村 斎藤勝美
七日市村 齋籐　悟 小川村 早川俊一 柿木村 斎藤正春
七日市村 河野登久一 小川村 渡辺修一 柿木村 久保久安
七日市村 桑原好味 小川村 石川京一 柿木村 石井　究
七日市村 齊藤和夫 小川村 豊田安夫 柿木村 河野俊？
七日市村 河野正勝 小川村 早川数馬 柿木村 友繁　勝
七日市村 茅原勝義 小川村 小田玄市 柿木村 河野森供
七日市村 齋藤留治 小川村 藤長直市 柿木村 斉藤友一
七日市村 長峯光男 小川村 向井藤夫 柿木村 斉藤忠水？
七日市村 藏本森治 小川村 青木岩市 柿木村 三浦　司
七日市村 常國正助 小川村 高？藤久太郎 柿木村 田原　實
七日市村 茅原正信 小川村 坂崎宗治 柿木村 篠原キサシ
七日市村 能美元成 小川村 川上利一郎 柿木村 中岡イヨ
七日市村 佐川久夫 小川村 村上吉好 柿木村 河野正吉
七日市村 齋藤武市 小川村 児玉義雄

七日市村 山上良助 小川村 下地　栄 奉納写真名簿：島根県鹿足郡
七日市村 中武政男 小川村 豊田寅治
七日市村 藤井　繁 小川村 蔵永亀一 山口　覚？
朝倉村 能美信一 小川村 上田　栄 舟？藤国太
朝倉村 安永　勇 小川 伊藤仲治 福田周治
朝倉村 橋本　昇 中田梅吉
朝倉村 大江節夫 山本貫一
朝倉村 斉藤敏一 河村信雄
朝倉村 桑原　茂 大石　直
朝倉村 中村義康 桑原？郎
朝倉村 齊藤品美 赤松貞雄
朝倉村 河野季晴
朝倉村 安永敏雄
朝倉村 惣内金八
朝倉村 能美　勝
宮市村 宮本正太
畑迫村 木村精司
畑迫村 大田忠雄
畑迫村 長嶺正春
畑迫村 水津正夫
畑迫村 渡辺忠雄
畑迫村 西村性信
畑迫村 山本俊雄
畑迫村 ？藤福夫
畑迫村 山内泰義
畑迫村 吉原　隆
畑迫村 岡　博康
畑迫村 吉原　榮
畑迫村 吉原　登
畑迫村 青木正美
片坂村谷保 山東正治



奉納写真名簿：島根県那賀郡 奉納写真名簿：島根県美濃郡 奉納写真名簿：島根県郡部

郡市区町村 氏名 郡市区町村 氏名 郡市区町村 氏名
今市村 牛尾一紀 二川村 三浦千代延 大地・君谷 竹岡？？
川渡村 白川義春 豊川村 藤永鉄雄 大原郡 佐藤文一
久留米市 青木　弘 石見町 山下　薫 三養基郡北茂安村 北原善太郎
久留米市 遠藤勝英 石見益田 中村重人 石見益田 中村重人
大牟田 野口猛治 中西村 石槁　治 仁多郡 本山逸雄
大牟田 中島正八 吉田町 城市正之 八頭郡 福田国博
大牟田 西　光市 今福 大田定夫 八頭郡小中村 福田　博
和田村 菅田一子 都？村 柳井親信 高津 山田史郎
和田村 竹田　實 中？間 岡崎久義 高津 山田末太
二ノ宮村 横田好孝 ?村 大野　弘 邇摩郡湯里村 大隈　彰
二ノ宮村 大崎　茂 ?村 河本　智 邇摩郡松江 牟田　栄
二ノ宮村 波多正行 真砂 野村幸永 邇摩郡水上 岡田昇三
井野村 佐々木　清 真砂 野村　安 邇摩郡出雲 岡田半一
クモ木 佐々本辰雄 小野村 下之内千美 安濃郡?根東村 塚田義正
クモ木 佐々本國盛 豊田村 渡邉勝右 島根県 笹国種一
クモ木 佐々本正朋？ 高城村 原田吉夫 島根県 伊藤勝彦
今市村 山本春吉 高城村 藪本義男 島根県 三島一郎
今市村 山本清吉 益田町・満州国 梶山壽夫 島根県 伊藤利夫
今市村 岩地重則 美濃村 熊谷繁一 島根県 森藤モリト
今市村 前原友芳 美濃村 熊谷盛太郎 島根県 小西　博
今福村 栗生龍?治 美濃村 青木成年 邑智郡谷佳郷 大川須太郎
今福村 山内伊左エ門 美濃村 豊田舟人 邑智郡谷佳郷 原田德三
今福村 岡田義一 美濃村 田中寅之進 邑智郡出羽村 松坂秀雄
今福村 山内後雄 美濃村 中尾般助 邑智郡矢上 清水義夫
今福村 国本與太郎 美濃村 田中秋義 邑智郡谷住？村 小田武夫
今福村 森山兼作 美濃村 田中村男 邑智郡澤谷村 波多野勇雄
今福村 美又正一 美濃村 熊谷文一 邑智郡澤谷村 髙原常一
今福村 牛尾健吉 二條村 潮　武雄 邑智郡澤谷村 片岡義荒
今福村 関本亀之 二條村 竹田正男 邑智郡？賀村 布元匡？郎
今福村 長澤喜代春 二條村 西阪憲三 邑智郡？賀村 吉川春市
川平 ？藤宏一 二條村Ⅲ 竹田正男 邑智郡？賀村 布元英男
三隅町 三浦　悟 邑智郡？賀村 布本善高
井野村 佐々木義己 笹国種一

井野村 佐々木　正 伊東勝彦

井野村 白井作一 簸川郡 三島一郎

郡市区町村 氏名 伊藤利夫
飯石郡鍋山村 日野亀吉 森藤モリト
飯石郡？巳？ 山口五郎
飯石郡西須佐村 安食萬市
飯石郡錫北 石飛善吉
飯石郡中時村 ？谷仙一郎
飯石郡飯石村 泰　鉄太郎
飯石郡飯石村 泰　勝
飯石郡飯石村 坂田知良
簸川郡？南村 野津八郎
簸川郡神門村 梶谷　明
簸川郡江南村 園山　栄
簸川郡平田町 佐々木真雄
簸川郡久村 柳楽善龍
簸川郡久村 柳楽幸一
簸川郡川跡村 梶　瀧義
簸川郡神西 浜村徳恵

   奉納写真名簿：飯石郡、


	浜田市、津和野、日原、木部
	鹿足郡
	他郡部

