
あ 相川　時江       ぎん 海野　準作 　　　政男       進       とし子 田中　新之助       努 牧野　すが 森田　幸次郎

      忠久       利治 海野　武太郎 　　　清       みち 杉原　英吉 田中　みさ子       かほる 増井　うた 森本　キヨ子

相沢　八重       恒男       とめ 　　　芳子       さち子 杉森　浦太郎 谷　　かつ       文雄       八重 森本　勇吉

青木　すえ       久江       文二 掛川　藤作 小林　富蔵 杉山　キク 谷　　延吉       圭子       良江 や 八木　さよ

　　　幸男       浩次       実枝       一郎 小林　豊子 杉山　くに 谷川　とし子       鮎子 増井　ふじ子       はな

　　　千栄子 石川　とち       富士子       まさ江 小林　久世       芳子 谷沢　昭一       忠彦       武夫 安池　しげ

　　　靖男 石川　政吉 海野　はつ 陰山　正夫 小林　英夫       栄持 谷本　かね 林　　かく 増田　勝代       伝子

　　　さき 石川　やす       三郎       敏夫 小林　百合子       栄       富美枝    　 斉男 増田　君子 安本　ゑつ

青木　孝子       海司 海野　正炳 片岡　初江 小林　よね       徳次郎       乃婦子     　錦季 増田　貞 矢部　葵

      瑞枝       進一 海野　義則 片山　和子       久江 杉山　熊蔵       起久恵 原　　吉之助 増田　昌子 山内　いち

青木　まつ       君子 え 江河　はな       文江       英敏       きよ 田宮　茂十郎 原木　克之介 松井　とし       うめ

      とし子 石黒　和子 江崎　さくえ 片山　国太郎       和子       富寿       茂子       康好 松井　弘 山内　鉄太郎

青島　けい 石橋　やす       健作       英雄 小林　まん       慶       茂雄       加都子       邦夫       紀芳

青島　津や       田鶴 榎本　てい 片山　はる       てう       照       静雄 原木  健吉 松沢　ハル       かつ子

      田鶴子       敏宏       直文       一治 小柳　あき       忠男 つ 塚本　和彦 原科　健寿 松下　やす       隆良

青島　とめ 石部　明子 遠藤　次郎       登 小柳　重助 杉山　茂美 塚本　かね 原科　豊 松田　あい子       宏子

青島　政次 石村　金重 お 大井　一夫 勝山　ちよ 小山　きわ       操 塚本　千代蔵 原田　きく 松永　鉄太郎 山内　正次

青柳　進       さと 大石　静江       進 小山　三蔵       郁子 塚本　秀雄 原田　惣太郎 松永　平一郎 山内　マン

　　　清子       ゆき江 大石　その 加藤　愛吉       満寿子       幸子 築地　晁子       きく 松永　優 山口　正太郎

　　　雪子       信子 大石　まさ 加藤　いし       ふじ子 杉山　せい 筒井　兼吉 原田　長平 松野　つね 山崎　辰蔵

赤堀　茂司       和彦       恵津子       榮太郎 小山　伸子 杉山　鯛治 て 寺尾　睦       喜久平       修       哲夫

赤堀　芳子 石村　常太郎 大石　八重 加藤　長蔵 近藤　勝七枝 杉山　とく 　　　雄剛 原田　巻次郎       ヨシ 山下　熊蔵

      とし 石山　きよ       嘉平       宗七       幸吉 杉山　友吉 　　　愼 ひ 日比野　亀吉       矩之       すゑ

秋山　かね       巌       喜平       しげ       忠男 杉山　初太郎 　　　忍 日比　志き       国義       修一

秋山　代治 磯谷　吉郎       国子       長一郎       祐次       ぶん 　　　順子 　　　マサ子       まき       芳夫

浅井　省三 井田　廉平 大石　わか子       浩       てる       恵美 寺田　文子 　　　敬祐       有子       章一

      政子 市川　勝代 大倉　琴江 加藤　初蔵       ふみ       陽一 寺田　清 平井　堅二 松野　初江 山下　松蔵

朝倉　とき 市川　京子 太田　朝吉 狩野　昭子       八重子 杉山　ふじ江 寺本　松枝 平岩　まち       兼夫 　　　あさ

浅場　まつ 市川　潔       志づ       久子       弘江 杉山　みつ       ひで 平尾　秀子 松村　鋭一郎 　　　治子

      まさ 市川　清太郎       敏子 加納　まち       修隆       一郎       紘一       銀蔵 松村　太二郎 　　　ふみ子

      靖一郎       うの       光一       勲       幸枝 杉山　光江 と 登崎　ゆき 平沢　久 間淵　すゑ 山田　浩一

芦川　とら       こう       昭一 加納　よしの 近藤　乾一郎       徳太郎 徳江　美代 平田　すず 馬淵　ひで       重吉

厚木　かつ子       睦子       友子 亀山　好江       しま       隆二       正子       スミ子       大五郎 山田　サヨ

渥美　松次郎       勝郎 太田　広助 亀山  とし子       富士子       美恵子 富田　なお       たかし 丸毛　政蔵 山田　四郎

渥美　しん 市川　日出男       新二       広       富江 杉山　みよ 豊田　貞子       実       トメ 山田　総一

      喜美 　　　志ず 大塚　ぎん       文夫 近藤　定吉 杉山　泰彦 鳥居　弘一       和子       まさ江       たつ

穴山　入遠 市川　ふさ 大塚　くま       光子       ひさ       寛 　　　げん       幸子 み 三浦　鉄太郎 山田　千代二

      くみ       しな 大塚　一郎       秀子 近藤　春江 杉山　弥生 な 仲　　常太郎 広岡　一代 水谷　きよ 山田　たけ子

      清乃       鉄郎 大塚　三郎 上坂　美知子       香代子 杉山　勇吉 長尾　初代 広住　てつ       邦雄 山田　久治

      尚樹 一ノ瀬　八重子       喜代       美恵子       夏江       増太郎       芳郎 広田　ナツ 水谷　了故       富久子

      宏樹 一色　美智子       善弘 上中　千代蔵 さ 斉藤　榮太郎 杉山　好江       ゆき ふ 深沢　千代       寿       次郎

天野　新作 井出　茂雄       侑子 　　　みき 斉藤　ちよ 杉本　と志       町子 深沢　誠       千佐       玲子

      すゑ 伊藤　市太郎       真造 川島　常蔵 斉藤　正博 鈴木　朝子       和江 福井　仙吉       威       元

      真吾       うた       修平 河辺　光世 酒井　金蔵       くに 長尾　美代       忠幸 水谷  テル       晃

荒井　貞治       平吉 大沼　正弘       健三 酒井　サト 鈴木　磯吉 中川　菊三郎 福井　雅恵 水野　きん 山中　はま

有賀　桂蔵       ユキ       あや子 川村　観竜       まさ子       文雄       秀夫 福島　和弥 三津山登志子       石子

有賀　しも       昭治       みよ子       周乃 堺　　はま 鈴木　かつ 永倉　ふみ       政広 宮沢　百蔵       巌

安間　功       康司       弘二       房子    　 ひさ子 鈴木　きん 中島　栄一 福地　広吉 宮本　悦子       きぬ

い 飯倉　喜助       幹枝 大橋　秋       芳子     　佐智江 鈴木　茂子 長島　なつ 福地　長太郎 　　　らく       純子

      むら       久雄       三千代       裕夫 桜井　嘉兵衛       孝 中島　彦次郎       吾市 宮本　きよ 山梨　達三

      とき子       文江       由利       国穂 桜井　二郎       啓子 中条　道雄 藤田　志ん 三輪　さだ 山梨　はる

飯島　みつ 伊藤　和夫 大橋　梅 川村　佐市 桜井　りん 鈴木　たね 永井　しげ 藤田　峰子 む 武藤　政子 　　　まさ子

飯塚　進 伊藤　みよ       恒一       鼎 桜田　増夫 鈴木　智保子 　　　とみ 藤田　頴司       久子 山西　泰次

飯塚　靖彦       健治       弘 河村　照 佐々木 まき 鈴木　常子 永田　栄吉 藤浪　勝吾       欽哉 山本　朱実

飯塚　泰代 稲垣　つや 大橋　徳蔵 き 木野　得三 佐藤　幾太郎 鈴木　とく 永田　金六 伏見　定蔵 村上　フミ子 山本　幸一郎

      まさ子       智代 大橋　利郎       武       義雄 鈴木　登作 　　　まち 伏見　てる 村松　陣三郎 山本　すゑ

      秀子       賀津代       あき       雪子 佐藤　いと 鈴木　福松 　　　英雄 藤原　せい       玉枝 ゆ 湯沢　聡子

飯沼　惣作       忠司 大畑　吉五郎 木野　守正       稔       きん 　　　千里       弘子       甚一郎 よ 横山　一郎

      正男 稲垣　智子 大畑　さち子 木部  すず子       安則       美寿保 　　　義昭       政治       春子       まつ

      美佐子 稲木　ふみ       さつ       百合子 佐藤　嘉吉       満寿美 永田　治雄       富美子       登良雄 槿山　平太

      清志 稲葉　栄 大間　栄一       とし子       てつ 鈴木　ふみ 永田　なか 古井　喜三郎 村松　八重 吉川　もと

池上　えつ 井鍋　昇一       房子 く 巨藤　愛子       君子       延男 永田　はな 　　　伸枝       温子       志津子

      章平 稲森　澄江       礼子 日下部　只吉       智(千)恵子       数枝 中野　勝平 古川　善吉       和       雄一郎

      金吾 乾　  ぎん 大村　えつ 日下部　政蔵       祐子 鈴木　ゑい 中村　完司 へ 別所　一雄 も 望月　梅雄 吉沢　てう

池ヶ谷　稔       浩明 大村　すゞ         文二 佐藤  泰子 住吉　ゆき 中村　俊太郎 ほ 北條　房吉       正男       顕二

        弘       浜江 大村　富次郎 草ヶ谷　竹次郎       敦司 諏訪部　一之輔       文子       かや 望月　きよ 寄下　かね

池ヶ谷 やす 井上　よし       伊代子         兼 佐藤　吉松 せ 芹沢　喜治 中村　誠一       敏之       英雄 吉田　しま

       きよ 今井　さだ       昭二         武夫 佐藤　幸一       政江 中村　てつ       昭子       つね 吉田　わか

       いし 今井　久作       秀一         和子 佐野　勝太郎 芹沢　信夫       栄       克彦 望月　勤一 吉原　すず

       一枝 今村　たつ       梅子         隆子       くに そ 外木　てふ 中村　なを 細川　庄太郎 望月　サキ わ 若杉　延子

池谷　多一 岩崎　うめ 大村　信夫         順子 佐橋　きよ       伸枝       みつ江 細谷　てい 望月　貞子       せん

池田　志げ       巌 大村　秀夫         芳子       秀彦       万久       和雄 洞口　桂太郎 望月　政次郎       鈴一

      千代 岩崎　喜作 大村　まり         信夫 沢島  ゆき       稔久 中山　いと       ハツ 望月　政太郎 鷲巣　音蔵

    　博司       たつ 大村　利吉 久保田　栄次郎 沢田　一枝       美保子       みよ子       ひさゑ 望月　正太郎       トミ

      隆司 岩崎　はる 大谷　さと         金昨 沢田　えつ 園田　芳江       道夫 堀池　鏡子       志げ 鷲巣　勝征

      静江 岩科　久作       雪江 久保田　久次郎 し 塩沢　とよ 　    進 中山　勝三 　    達男       義三 鷲巣　清

池田　栄作 岩田　茂 大山　堅三郎 久保田　くら 塩澤　秀子 た 大長　乙二郎       孝平       紗稚子       正江 鷲巣　隆一

井口　文雄 岩田　シズ子       季雄 倉野　倉三 塩高　らん 多賀　頼太郎 中山　文蔵       昭江 望月　すが 鷲山　あき

　　　小鈴 岩田　むら 大山　静江 紅林　しゑ 塩谷　さん       あき 中山　ヨシ江       広       いね       敦子

　　　文司 岩谷　市蔵 岡　　忍       良弘 繁田　安彦 高木　嘉一 成岡　よし       せん       賀津子       進久

　　　博子       きた 岡部　あい子       章 篠崎　喜三郎 高田　すゑ       文江 堀内　健吾 望月　智江子       晴美

　　　妙子       寿美枝 岡本　松子       芳江       修一 高橋　内子 に 西浦　きく 堀内　八重子 望月　正男       浩子

井坂　万吉 岩本　郁子       奉子 黒田　かつ       一子 高橋　栄       静子 堀江　美代子 望月　とめ       勝彦

井沢　順子 岩本　伊之助 小川　忠夫 桑野　なよ       喜久夫       正子 西川　貞代 本多　とよ 望月　まつ 和田　重太郎

      みち枝 岩本　孝太郎       くま 桑原　竹松       匡枝 高橋　とら 西ヶ谷　ぶん （並河）淑子 望月　みさ子       やす

石垣　久子       きよ       好子 こ 小泉　晃       淳一 高須　雅枝 西ヶ谷　よね       典子 模図  比古       重雄

石垣　ひで       巌 小川　禎一郎 小泉　英吉 篠崎　与作 　　　義治         文夫 （並河）篤 森　　源次郎       宏

      多美子 岩本　てる 荻野　秀次 後藤　初枝 篠田　駒吉 滝　　てつ 西野　花枝 ま 前田　かね 森　　三次       勉

石椛　しげ う 上田　仙之助       きよ 小長井　新蔵       さだ子     　喜代       光信 前田　くま     　武夫       武司

石椛　はな       鈴子       寿美男         静江 篠原　寛一     　吉和 西村　せつ 　　　静男 森　　せき 渡辺　修治

      庸子       葵 奥津　つね 小長井　たみ 柴田　金吾 滝　　富蔵       教子 前田　幸一郎     　昌子 渡辺　澄子

石亀　なつ       昌子 奥山　光雄         てい       喜美代     　てつ 西村　マキ子 前田　なか 森　　豊吉       鏡一　

石上　まさ 上田　せき       みちゑ         悦子       正子 滝浪　さと 西村　みつ       和子     　つな       さち子　

      とし 上田　てつ 尾崎　孝一 小長谷　弥市 柴田　陽子 竹下　藤造 西山　金太郎 前田　裕子     　三枝       愛子　

石ヶ谷　達男       興枝 尾崎　こと         和子 清水　しず 竹島　章義 の 法月　よし 前田　ゆき 森　　茂造       はる

石川　いし 上山　金平 小沢　伊佐武         千代子 清水　千太郎 竹村　栄次郎       みね子       三男 　　　丙寅 渡辺　幸江

      泰子 鵜飼　けん 小沢　とし         功 清水　竹十郎 多々良　さよ は 萩原　新作 牧田　太吉 　　　輝彦 　　　さとし

      猛       禎二       昭治         美代子 清水　留吉 　　　　志津子       しげる       吉蔵 森　　茂吉 　　　くみ子

      幸雄 内田　きむ       静江 小林　うめ       ふじ 　　　　よし子 羽倉　長吉       新一 森　　すゑ 渡邊　富貴子

石川　亀造 内田　みき       すみ子 小林　音蔵 清水　むめ 　　　　敦男       鎮吉 牧野　亀吉 　　　繁 す 杉浦　喜代子　

石川　きよ 浦田　幹一       照美 小林　定 　　　鉱次郎 多々良　つや 袴田　紀子       美津子 　　　麗子 て 寺尾　静

石川　きん 浦田　たに 押尾　徳次郎 小林　清太郎 　　　まつ         みつ 橋本　卯作       よし 　　　信子 判明1091人

      正義 　　　孝子 織田　不二枝       ナツ 　　　智恵子         徳男 長谷川　一浩       みず子 森　  ゆき （2023年1月15日）

      孝子 　　　裕子 小野田　あき       勇一 　　　進 多々良　八重子 長谷川　ちか       正照 　　  てる

石川　はつ 浦田　美代子         基保       きん 　　　恵子 田中　うめ 畑中　角太郎       とき江 　　  かよ子

      勝 浦山　千代 か 柏木　佐一       信夫 白鳥　和弥       さかえ 服部　聡 牧野　庚作 　　  英子

      信男       伴夫 　　　さだ       直枝 白鳥　銀次 田中　さだ       清子       むら 　　  弘恵

      正子 漆畑　いく 　　　英智子 小林　隆之 白鳥　まつ 　　　千恵子 服部　ちゑ 牧野　志ず 森下　志免

      隆弘 海野　久太 　　　勇 小林　長市 す 杉浦　千鶴子 　　　治子 花村　きん       哲也       和代

石川　たね       勝治 　　　正枝       ちよ       研一郎 田中　淳治       とし       君江 森下　てつ
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