
奉納写真名簿：福岡市 奉納写真名簿：福岡県市部 奉納写真名簿：福岡県郡部

郡市区町村 氏名 郡市区町村 氏名 郡市区町村 氏名
和田町 遠藤勝英 久留米市 田中太郎 朝倉郡 宮田米雄

岡田隆良 久留米市 〇田一生 朝倉郡 岡延　年
床次　弘 久留米市 青木　弘 朝倉郡 矢野晴也
西田倉人 久留米市 遠藤勝英 嘉穂郡 中原太郎
田村　勝 大牟田 野口猛治 嘉穂郡 花田政男
中村克巳 大牟田 中島正八 嘉穂郡 栗原博志

南関町 友守〇代治 大牟田 西　光市 遠賀郡 國広満雄
東公園 山浦良太郎 遠賀郡 中村徳平
箱崎 二宮正〇 遠賀郡 大島春房
箱崎 二宮健三 築上郡 宮尾末春
蔵本町 安本　實 築上郡 軍治掛?文夫
博多 吉松寶介 築上郡 古野賢一

鞍手郡 木原種夫
鞍手郡 谷口芳彦
糸島郡 大部宗次郎
糸島郡 柴崎冨士雄
八女郡 原　貞吉
三井郡 深町博愛
築城郡 田中〇傳
カスキ郡 城戸滿丸
山内郡 鶴田末男
大和町 北島憲一
宗像郡津屋崎町 西野正八
粕屋郡 小野一男
粕屋郡 横町厚美
粕屋郡 西村正雄
粕屋郡 村上　享
田川郡 堅道晴夫
田川郡 兼藤正憲
田川郡 城戸忠勝
田川郡 高尾孝雄

い



奉納写真名簿：北九州市

郡市区町村 氏名 郡市区町村 氏名 郡市区町村 氏名
門司 芦野晴男 戸畑 早稲田俊雄 若松 國広義秀
門司 片岸達雄 戸畑 前島文夫 若松 國広正照
門司 野村光安 戸畑 小川孫七 若松 波多野　恒
門司 磯崎正己 戸畑 村上武雄 若松 村田　一
門司 吉武軍治 戸畑 藤田寿一 若松 吉永一雄
門司 宮野松男 戸畑 徳永菊市 若松 片山光行
門司 久保利夫 戸畑 吉野稚晴 若松 片山　博
門司 前山清治 戸畑 谷口林造 若松 長岡栄介
門司 松原清太郎 戸畑 奥村近政 若松 守田一人
門司 野村熊一 戸畑 原田眞光 若松 岡本孝則
門司 田中保美 戸畑 小川長市 若松 浜中　清
門司 田中忠一 戸畑 吉留文夫 若松 杉原七郎
門司 伊藤正〇 戸畑 前島次男 若松 村岡　一
門司 宮野周市 戸畑 原田克巳 若松 長野辰男
門司 山本勝久 戸畑 藤井　正 若松 内山成美
門司 豊原希伯 戸畑 富崎秀雄
門司 下部正美 八幡 平岩政一
門司 西本義明 八幡 渡辺和夫
門司 林田　弘 八幡 奥野義光
門司 迫　一男 八幡 波多野為雄
門司 柴田義三郎 八幡 白野益一
門司 中村久保 八幡 鈴木正行
門司 松永喜一 八幡 平田満男
門司 河島　茂 八幡 中原ツトム
門司 坂土正彦 八幡 萬治　昊
門司 岡田涼一 八幡 重富文雄
門司 和田武司 八幡 渡辺勝美
門司 西永忠治 八幡 桑島盛?〇
門司 渡辺　馨 八幡・黒崎 平岩久一
門司 山田良雄 八幡 徳原淳雄
門司 山本一男 八幡 大田政五郎
門司 有留藤藏 八幡 永末年明?
小倉 久保陰正 八幡 平岩墨吉
小倉 中本益道 八幡 赤松源治
小倉 苅田美人 八幡 竹山政輔
小倉 山本善太郎 八幡 甲木勝次
小倉 中原清美 八幡 田中　猛
小倉 皿本　彰 八幡 田中友雄
小倉 坪井英槌 八幡 利岡為?一
小倉 沢?村保太郎 八幡 吉中正人
小倉 北崎凱博 八幡 垣本幸一
小倉 佐々木隆人 八幡 林　繁雄
小倉 中川　登 八幡 辻井貞夫
小倉 大島輝公 八幡 古川義人
小倉 高橋一夫 八幡 甲木政市
小倉 坂本輝明
小倉 林　　伸
小倉 岡崎重麿
小倉 魚?住大助
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