
奉納写真名簿：防府市　松崎小学校区

地区 氏名 地区 氏名
旭市 松岡一男 栄町 重田純忠
旭市 山本信逸 栄町 田中乙治
駅通り 伊藤　清 栄町 田中萬代
駅通り 大津　治郎 栄町 中村英雄
駅通り 大村　忠雄 栄町 馬場和輔
駅通り 小野　小一 栄町 村谷英雄
駅通り 河本　忠一 栄町 山下利男
駅通り 清原　正義 栄町 吉尾　孝
駅通り 國廣　真咲 新町 上田秀文
駅通り 田中　勇 新町 滝川汎介
駅通り 玉重　博仁 新町 中西　清
駅通り 中西　清 立市 守田弥三郎
駅通り 藤井　勝 多々良 岸本春市
駅通り 松尾　孝美 多々良 原田　勇
駅通り 見枝　長一 多々良
駅通り 綿谷　當一 天神町 児本　隆
駅通り 山下　鶴雄 天神町 杉野義夫
戎町 大井義雄 天神町 伊藤　務
戎町 國重初男 天神町 永富？　正
戎町 権代忠治 天神町 河口哲治
戎町 新　勘治 天神町 河合　栄
戎町 鈴木九一 天神町 岸田　茂
戎町 田中正達 天神町 岸田安彦
戎町 中島敏輔 天神町 岸本浩次郎
戎町 中村時行 天神町 吉屋保正
戎町 長谷川年一 天神町 吉武忠夫
戎町 平井清勝 天神町 松本村一
戎町 前原雪一 天神町 田中敏美
戎町 森富　豊 天神町 田島平八郎
戎町 吉村琢郎 天神町 渡辺義一
大平町 安立才一 天神町 藤井清一
大平町 坂本　勇 天神町 藤本正義
大平町 中原正暎 天神町 梅田克己
共進町 岡本貫一 天神町 柳井輝男
共進町 河村善夫 天神町 林　五郎
共進町 竹重昌雄 中市 岡崎芳朗
共進町 中村吉助 中市 中島史良
共進町 松島重松 緑町 管井須教
共進町 松村隆彦 緑町 徳永竹知
共進町 山田泰冶 緑町 戸田正夫
国庁通り 田村　勇 緑町 橋本孝助
国衙 石永一行 緑町 安田清正
国衙 援宮？　保 緑町 吉村清三
国衙 大村春親 宮市 荒瀬文人
国衙 大村義春 宮市 池田廣吉
国衙 加藤春美 宮市 池田禮三
国衙 金子勝一 宮市 伊藤アサ
国衙 徳本圭介？ 宮市 伊藤慎助
国衙 信岡秋夫 宮市 今尾　博
国衙 村上英一 宮市 牛見圭一郎
栄町 荒川一男 宮市 大谷谷男
栄町 近藤寿喜造 宮市 岡崎茂雄
栄町 坂田秀夫 宮市 岡村末男

　返還済み：　人



奉納写真名簿：防府市　松崎小学校区

地区 氏名
宮市 小田正男
宮市 神尾　守
宮市 権代良一
宮市 小西芳男
宮市 十代田勇次郎
宮市 椙山　等
宮市 迫　一
宮市 竹内文士朗
宮市 田中五郎
宮市 田中照夫
宮市 田中新七郎
宮市 椿　幸雄
宮市 中村繁治
宮市 中村浩之助
宮市 馬場昭治
宮市 馬場信幸
宮市 林　武男
宮市 原田正喜
宮市 武弘義敏
宮市 藤井　茂
宮市 藤井壽一
宮市 藤井善二郎
宮市 藤井照一
宮市 藤原ユタカ
宮市 松原語一
宮市 三牧利人
宮市 宮幸彦久
宮市 森富　繁
宮市 山縣文太
宮市 山村育長
宮市 吉岡睦夫
宮市 渡辺正二
宮市高砂 中川柳助
宮市高砂 原田　進
宮市高砂 福江　洋
宮市高砂 三浦幸一
宮市高砂 山下 　勲
宮市前小路 伊藤　博
宮市前小路 今田博一
宮市前小路 川口　進
宮市前小路 菅　辰義
宮市前小路 松田正？
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