
グァドループ移⺠ 年齢は出発時のもの

名前 年齢 府県 帰還年市町村

中⾕仙太郎 22 岐⾩ 益⽥郡⼩坂村⼤字⼩坂235

浅野甚三郎 32 岐⾩ 厚⾒郡佐波村36

島⼾⾺之丞 21 岐⾩ ⼭県郡⼤森村35

服部松次郎 30 岐⾩ 厚⾒郡鍋島村319

⼤沢甚五郎 22 岐⾩ ⼭県郡⼤森村48

⼭根太四郎 28 広島 佐伯郡⼩⽅村⼤字⼩⽅652

⽊村禎次郎 26 広島 佐伯郡⼩⽅村⼤字⼩⽅648

⿊⽥栄左ヱ⾨ 27 広島 佐伯郡⼩⽅村⼤字⼩⽅648

福永初吉 22 広島 佐伯郡⼩⽅村⼤字⼩⽅433

清⽔⼤吉 22 広島 佐伯郡⼩⽅村⼤字⼩⽅663

⼭⽥末太郎 22 広島 佐伯郡⼩⽅村⼤字⼩⽅459

⼤沢仁兵衛 24 広島 佐伯郡⼩⽅村⼤字⼩⽅438

中村仙吉 26 広島 佐伯郡玖玻村39

⾼橋吉松 22 広島 佐伯郡⼩⽅村⼤字⼩⽅603

林市助 24 広島 佐伯郡⼩⽅村⼤字⼩⽅656

⾇元梅太郎 26 広島 加茂郡下野村55

奥⽥⼋右ヱ⾨ 22 広島 1896/03/29佐伯郡⼩⽅村⼤字⼩⽅605

⽵内庄太郎 24 広島 佐伯郡玖玻村512

正⽊與右ヱ⾨ 26 広島 佐伯郡⼩⽅村⼤字⼩⽅47

葉柴三次郎 23 広島 佐伯郡玖玻村510

⾕本千吉 22 広島 佐伯郡⼩⽅村⼤字⼩⽅625

楠本兵五郎 24 広島 佐伯郡⼩⽅村⼤字⼩⽅630

正⽊徳太郎 23 広島 佐伯郡⼩⽅村⼤字⼩⽅460

梶⽥豊吉 22 広島 沼⽥郡川内村⼤字中調⼦48

所熊⼀郎 22 広島 佐伯郡⼤⽵村⼤字⼤⽵112

中⻄曽七 22 広島 佐伯郡⼤⽵村⼤字⼤⽵744

坂本市太郎 21 広島 沼⽥郡川内村中調⼦110

⼟井松次郎 23 広島 佐伯郡⼤野村811

広瀬栄次 23 広島 佐伯郡⼤野村315

⾕⼝與助 23 広島 佐伯郡⼤野村
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名前 年齢 府県 帰還年市町村

天野⾠之丞 22 広島 安芸郡仁保島村1194

沖本政次郎 25 広島 佐伯郡⼤野村

板本⾓次 24 広島 佐伯郡⼤野村

泉市助 28 広島 佐伯郡⼤野村

⼋⽊房吉 25 広島 佐伯郡⼤野村

吉野貞兵衛 31 広島 佐伯郡⼤野村

⼤塩愛次 21 広島 佐伯郡⼤野村744

北勘次郎 21 広島 佐伯郡⼤野村763

⻑岡⾳吉 29 広島 佐伯郡玖玻村373

梶川吾作 24 広島 佐伯郡⼤野村315

⾦⼦⾦作 22 広島 佐伯郡玖玻村130

丸本與市 22 広島 佐伯郡⼩⽅村⼤字⼩⽅436

中本浅吉 27 広島 佐伯郡玖玻村62

胡⼦福松 21 広島 佐伯郡玖玻村189

胡⼦⽶吉 28 広島 佐伯郡玖玻村28

岩井柳太郎 33 広島 佐伯郡玖玻村461

休五郎 22 広島 1896/03/29佐伯郡平良村⼤字下平良116

津⽟庄太 27 広島 佐伯郡⽊野村1

⾙塚貞吉 23 広島 佐伯郡玖玻村293

清⽔貞之進 21 広島 佐伯郡⼤⽵村⼤字⼤⽵85

寺⻄⾠次 26 広島 佐伯郡⼤野村919

福永福市 21 広島 ⾼宮郡三川村⼤字中筋古市122

⾒⾕冨太 26 広島 沼⽥郡⼩河内村322

⾦本伝蔵 22 広島 沼⽥郡⻄原村206

⻄⽥⾠蔵 26 広島 沼⽥郡⻄原村247

倉岡伊⼋ 22 広島 沼⽥郡⻄原村203

梶岡敬四郎 21 広島 沼⽥郡⻄原村260

岡村逸徳 24 広島 ⾼宮郡飯室村283

岡本與⼀郎 29 広島 ⾼宮郡飯室村318

清⽔⼒蔵 27 広島 ⾼宮郡中原村⼤字中野211

⼤⻄⽶吉 21 広島 ⾼宮郡三川村⼤字中筋古市241

藤本貞吉 22 広島 佐伯郡⼤⽵村⼤字⼤⽵117
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名前 年齢 府県 帰還年市町村

⻄尾朝⼆郎 21 広島 ⾼宮郡三川村⼤字中筋古市156

川井粂吉 26 広島 沼⽥郡久地村373

沖粂蔵 30 広島 ⾼宮郡深川村⼤字玖129

元井岩吉 33 広島 ⾼宮郡深川村⼤字玖1番次1

岡野市太郎 23 広島 ⾼宮郡福⽊村⼤字福⽊7

⼭崎嘉⼀ 21 広島 ⾼⽥郡秋越村⼤字秋⼭245

岡崎喜太郎 22 広島 ⾼⽥郡秋越村⼤字秋⼭237

河⼝仁⼀郎 28 広島 ⾼⽥郡秋越村⼤字秋⼭78

佐々⽊武七 23 広島 ⾼⽥郡井原村161

⼤久保⽶太郎 26 広島 ⾼⽥郡井原村163

⾏正吾太郎 22 広島 賀茂郡⻄⾼屋村⼤字宮領67

中本五六 21 広島 ⾼宮郡三川村⼤字中筋古市308

⽯岡森太郎 21 広島 沼⽥郡川内村⼤字中調⼦270

⽯井五六 29 広島 佐伯郡⼤野村181

⼭中保太郎 32 広島 佐伯郡⼤⽵村⼤字⼤⽵319

⼭⽥冨次郎 25 広島 佐伯郡⼩⽅村⼤字⼩⽅655

北光⼾⼋ 24 広島 ⼭形郡新庄村⼤字新庄43

鼡家九市 21 広島 沼⽥郡川⾕村⼤字温井91

伊藤常吉 24 広島 佐伯郡⼤野村166

⽥村嘉市 30 広島 沼⽥郡川内村⼤字中調⼦74

常広⼄平 22 広島 沼⽥郡川内村⼤字中調⼦85番次1

多⽥恵吉 31 広島 1896/03/29沼⽥郡川内村⼤字中調⼦24

三村六次郎 22 広島 沼⽥郡久地村57

板本加市 25 広島 沼⽥郡川内村⼤字中調⼦16

弘法政太郎 23 広島 沼⽥郡川内村⼤字中調⼦79

弘法直市 21 広島 沼⽥郡川内村⼤字中調⼦53

弘法夘三郎 27 広島 沼⽥郡川内村⼤字中調⼦69

森川定吉 21 広島 沼⽥郡川内村⼤字中調⼦218

伊崎⽶吉 27 広島 沼⽥郡川内村⼤字中調⼦147

奈都原⽂市 21 広島 沼⽥郡緑井村225

⽥村喜六 21 広島 沼⽥郡緑井村166

佐藤仁三郎 25 広島 沼⽥郡⼭本村55
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名前 年齢 府県 帰還年市町村

⼩⾒⾨⼜⼀ 23 広島 沼⽥郡祇園村⼤字北平安141

松井兼吉 21 広島 沼⽥郡安村⼤字中須12

新上倉吉 22 広島 佐伯郡⼤⽵村⼤字⼤⽵302

⾼崎常市 31 広島 沼⽥郡川内村⼤字中調⼦109

渡辺伊太郎 29 広島 賀茂郡東野村177

元岡幾次 22 広島 賀茂郡下野村493

光原兼太郎 22 広島 賀茂郡内海村65

梅⽥岩次郎 22 広島 賀茂郡三津町352

中⽥和作 25 広島 賀茂郡東野村52

今川好太郎 23 広島 賀茂郡東野村263

桐⼭和助 25 広島 賀茂郡東野村170

森川唯助 22 広島 賀茂郡東野村206

森川助市 25 広島 賀茂郡東野村198

渡辺徳松 23 広島 賀茂郡東野村178

⾵呂光嘉市 22 広島 賀茂郡乃美尾村129

⼭⽥⼒松 26 広島 賀茂郡東野村251

冨⽥仁平 32 広島 賀茂郡下野村107

⼭根良吉 28 広島 賀茂郡荘野村⼤字新荘5番次1

川原弥太郎 28 広島 賀茂郡荘野村⼤字新荘165

槙本⻲太郎 22 広島 賀茂郡三津町291

住井国太郎 22 広島 賀茂郡三津町682

岡⽥⽯松 22 広島 賀茂郡三津町692

唐津井啓次郎 21 広島 賀茂郡三津町277

坂井⽟吉 22 広島 賀茂郡三津町289

友安七助 27 広島 賀茂郡板城村⼤字⼤沢30

⼟江為太郎 26 広島 賀茂郡乃美尾村209

⼭内岩吉 25 広島 賀茂郡東野村140

福⽵⾦作 36 広島 豊⽥郡須波村370

⼭本喜代松 22 広島 安芸郡仁保島村746

沖⽥靜哉 23 広島 沼⽥郡久地村56

⼤畑岩次郎 21 広島 佐伯郡⼤野村741

村⽊初太郎 22 広島 安芸郡仁保島村765
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名前 年齢 府県 帰還年市町村

中村岩吉 24 広島 安芸郡仁保島村1012番次1

⽊村末松 22 広島 安芸郡仁保島村789

松浦松次郎 27 広島 安芸郡仁保島村768

井筒勇松 22 広島 安芸郡仁保島村793

新藤三松 28 広島 安芸郡仁保島村796

伊原村吉 22 広島 賀茂郡下野村55

⼤原要助 29 広島 世羅郡吉川村⼤字吉原289

中島作蔵 33 広島 賀茂郡下野村19

鈴原粂太郎 30 広島 豊⽥郡野路村⼤字中畑111

唐島徳松 23 広島 賀茂郡⽵原町756

三永⾺吉 24 広島 賀茂郡⽵原町127

天野芳松 21 広島 賀茂郡⽵原町1019

川崎栄吉 23 広島 賀茂郡⽵原町363

味⾕菊松 24 広島 賀茂郡⽵原町29

阿波村友松 25 広島 賀茂郡⽵原町47

桐⾕菊松 26 広島 賀茂郡⽵原町755

⾓⿐嘉⼀ 21 広島 賀茂郡⽵原町96

森沢千之助 26 広島 豊⽥郡沼⽥⻄村⼤字惣定6

花⽊恵作 27 広島 ⾼⽥郡井原村284

吉岡吉平 22 広島 佐伯郡地御前村391

沖⽥松太郎 22 広島 佐伯郡河内村⼤字下河内75

中野⼗⼀ 23 広島 佐伯郡河内村⼤字上河内120

⼭根熊吉 23 広島 佐伯郡河内村下深川29

森元⼩次郎 23 広島 佐伯郡⼋幡村⼤字寺⽥22

満⽥清吉 22 広島 佐伯郡⼋幡村⼤字中地70

⼭⽥登⼀郎 22 広島 佐伯郡⼋幡村⼤字中地181

⼭崎代吉 22 広島 佐伯郡観⾳村⼤字千同8番次1

森本松次 24 広島 佐伯郡観⾳村⼤字佐⽅166

久保⼽次 23 広島 佐伯郡観⾳村⼤字倉重25

⼆井歌次 23 広島 佐伯郡河内村⼤字下河内142

福島倉吉 28 広島 佐伯郡平良村⼤字下平良81

⼭根喜⼋ 22 広島 1896/03/29佐伯郡原村221
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瀬良⽶吉 21 広島 佐伯郡地御前村95

松本房吉 25 広島 佐伯郡地御前村179

松本久吉 22 広島 佐伯郡地御前村179

⽊村三郎 24 広島 佐伯郡地御前村

基健四郎 23 広島 賀茂郡乃美尾村119

久保笹五郎 24 広島 豊⽥郡須波村144

住川佐市 22 広島 佐伯郡⼤野村144

中崎芳松 21 広島 佐伯郡⼤野村814

⼤汐徳⼋ 24 広島 佐伯郡⼤野村647

三浦栄太郎 23 広島 1896/03/29佐伯郡平良村⼤字上平良43

⽥村国吉 23 広島 佐伯郡五⽇市村⼤字五⽇市31

丸⼭夘太郎 25 広島 賀茂郡東⾼屋村⼤字⽩市139

加藤泰⼀ 22 広島 賀茂郡東⾼屋村⼤字⽩市137

⻑市次郎 21 広島 佐伯郡地御前村115

⼭下峯吉 21 広島 佐伯郡砂⾕村⼤字葛原157

⽊⾕光蔵 27 広島 賀茂郡下⿊瀬村⼤字兼沢43

岩本良平 22 広島 賀茂郡中⿊瀬村⼤字川⾓24

⾏正京助 25 広島 賀茂郡⻄⾼屋村⼤字宮領67

新⾕藤作 26 広島 賀茂郡⻄⾼屋村⼤字鄭49

松⼭傳次郎 22 広島 賀茂郡賀永村⼤字上三永村89

平井⾺助 33 広島 賀茂郡下三永村107

明新梅助 30 広島 賀茂郡原村46

三⽊孫市 21 広島 1896/03/29賀茂郡⻄志和村⼤字別府109

檜垣佐市 24 広島 賀茂郡⻄志和村⼤字奥屋173

槙野吉五郎 22 広島 安芸郡中野村93

岡⽥庄太郎 24 広島 佐伯郡砂⾕村⼤字葛原127

平⽯豊次郎 22 広島 ?佐伯郡草津村⼤字庚午新開21

円光寺光五郎 22 広島 安芸郡中野村103

丹⽥友吉 25 広島 佐伯郡河内村⼤字下河内72

⻄本次作 22 広島 賀茂郡⻄志和村⼤字志和190

⼭⽥仁三郎 23 広島 佐伯郡砂⾕村⼤字伏⾕93

吉原周⼀ 23 広島 賀茂郡⻄志和村⼤字奥屋127
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⼤原菊蔵 25 広島 賀茂郡⻄志和村⼤字奥屋47

⼭本元次郎 28 広島 佐伯郡古⽥村⼤字古江233

⼟肥末槌 22 ⼭⼝ 熊⽑郡平⽣村901

中部梅太郎 32 ⼭⼝ 玖珂郡由宇村788

重岡宇三郎 32 ⼭⼝ 玖珂郡由宇村309

村武梅太郎 23 ⼭⼝ 熊⽑郡平⽣村853

⾦満半蔵 23 ⼭⼝ 熊⽑郡平⽣村869

井上嘉吉 29 ⼭⼝ 熊⽑郡平⽣村893

⾼橋幸槌 26 ⼭⼝ 熊⽑郡平⽣村878

藤本品吉 26 ⼭⼝ 熊⽑郡平⽣村560

伊ケ崎⿓助 26 ⼭⼝ 玖珂郡由宇村171

⻑⽥與市 27 ⼭⼝ 熊⽑郡平⽣村554

⼭本⼋太郎 23 ⼭⼝ 玖珂郡由宇村474

品川⻲之助 32 ⼭⼝ 熊⽑郡平⽣村470

河⼝忠之進 23 ⼭⼝ 1896/03/29熊⽑郡⾼⽔村314

中部福⼆郎 26 ⼭⼝ 玖珂郡由宇村786

奥⾕惣槌 21 ⼭⼝ 玖珂郡由宇村76

井岡清太郎 22 ⼭⼝ 熊⽑郡平⽣村751

河内⼭喜助 23 ⼭⼝ 熊⽑郡伊保庄村484

坂本栄吉 24 ⼭⼝ 熊⽑郡伊保庄村266

村瀬甚吉 27 ⼭⼝ 熊⽑郡伊保庄村752

秋本蔵之助 33 ⼭⼝ 熊⽑郡伊保庄村264

波多愛助 21 ⼭⼝ 熊⽑郡伊保庄村379

上村喜代槌 22 ⼭⼝ 玖珂郡横⼭村86

善村三四郎 25 ⼭⼝ 玖珂郡由宇村773

関岡藤助 23 ⼭⼝ 1896/03/29熊⽑郡伊保庄村348

梅本萬四郎 25 ⼭⼝ 熊⽑郡⽥布施村486

⼭本丈助 24 ⼭⼝ 熊⽑郡伊保庄村457

熊⾕熊之進 23 ⼭⼝ 熊⽑郡平⽣村998

河⼝貞次 23 ⼭⼝ 熊⽑郡⾼⽔村314

久芳丁次郎 30 ⼭⼝ 熊⽑郡⽥布施村319

阿曽延蔵 32 ⼭⼝ 熊⽑郡⼤野村111

7/16



名前 年齢 府県 帰還年市町村

松原作太 29 ⼭⼝ 1896/03/29熊⽑郡⼤野村16

兼崎恒吉 23 ⼭⼝ 熊⽑郡浅江村192

兼清夘平 21 ⼭⼝ 1896/03/29熊⽑郡浅江村225

⾓⽥房次郎 22 ⼭⼝ 熊⽑郡平⽣村576

新本彦太郎 25 ⼭⼝ 熊⽑郡平⽣村521

境粂蔵 25 ⼭⼝ 熊⽑郡伊保庄村279

市川瀬介 32 ⼭⼝ 玖珂郡北河内村59

兼本多三郎 23 ⼭⼝ 玖珂郡横⼭村32

河上靜太 22 ⼭⼝ 玖珂郡横⼭村132

⽯内槌蔵 21 ⼭⼝ 玖珂郡横⼭村97

藤本武⼀ 26 ⼭⼝ 玖珂郡横⼭村175

稲村⼋⼗⼋ 22 ⼭⼝ 玖珂郡神代村135

市⼭真次郎 22 ⼭⼝ 玖珂郡北河内村10

⼭名平作 33 ⼭⼝ 吉敷郡嘉川村644

坂本国介 21 ⼭⼝ 玖珂郡北河内村289

松本秋次郎 21 ⼭⼝ 玖珂郡⿇⾥布村371

中次直次郎 24 ⼭⼝ 玖珂郡北河内村148

難波貞太郎 24 ⼭⼝ 1896/03/29玖珂郡北河内村129

佐久間⼗⼆郎 22 ⼭⼝ 佐波郡牟礼村462

吉本三弥吉 24 ⼭⼝ 1896/03/29熊⽑郡伊保庄村45

中村市左ヱ⾨ 22 ⼭⼝ ⼤島郡蒲野村99

上⽥国⼆郎 25 ⼭⼝ 厚狭郡吉⽥村52

⾦⼦利吉 24 ⼭⼝ 厚狭郡吉⽥村36

重村貞次郎 23 ⼭⼝ 玖珂郡北河内村233

嘉屋源三郎 28 ⼭⼝ 玖珂郡⼩瀬川村552

綿村常次郎 21 ⼭⼝ 玖珂郡由宇村31

岩崎友太郎 28 ⼭⼝ 玖珂郡由宇村161

岡重豊太郎 33 ⼭⼝ 玖珂郡由宇村186

市川冨蔵 30 ⼭⼝ ⼤島郡久賀村107

林勝蔵 30 ⼭⼝ ⼤島郡久賀村105

⽩浜善吉 30 ⼭⼝ 玖珂郡灘村634

広浜⾦槌 21 ⼭⼝ 玖珂郡灘村607
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名前 年齢 府県 帰還年市町村

村重兵四郎 22 ⼭⼝ 玖珂郡横⼭村193

岩本幸吉 23 ⼭⼝ 玖珂郡通津村448

⾦村房次郎 26 ⼭⼝ 厚狭郡吉岡村32

坂本幸⼋ 32 ⼭⼝ 玖珂郡⼩瀬川村436

岩本菊太郎 32 ⼭⼝ 玖珂郡由宇村419

中村軍記 22 ⼭⼝ 玖珂郡藤川村215

豊岡実蔵 32 ⼭⼝ 玖珂郡由宇村305

藤本清之丞 22 ⼭⼝ 玖珂郡⿇⾥布村334

⻄野春吉 27 ⼭⼝ 玖珂郡⿇⾥布村378

岡尾由槌 21 ⼭⼝ 玖珂郡由宇村84

上本⾳次郎 22 ⼭⼝ 玖珂郡灘村258

砂⽥永之進 22 ⼭⼝ ⼤島郡蒲野村315

緒⽅藤助 23 ⼭⼝ ⼤島郡久賀村64

塚原⻲助 21 ⼭⼝ ⼤島郡久賀村1246

井上彦太郎 23 ⼭⼝ ⼤島郡久賀村136

⽥中喜代助 26 ⼭⼝ ⼤島郡久賀村142

吉岡千太郎 22 ⼭⼝ 1896/03/29⼤島郡久賀村454

細川梅吉 22 ⼭⼝ ⼤島郡久賀村1207

⼩川三蔵 24 ⼭⼝ ⼤島郡久賀村1149

貞安市五郎 21 ⼭⼝ 熊⽑郡伊保庄村343

河井喜太郎 27 ⼭⼝ ⼤島郡安下庄村989

⼭本要助 30 ⼭⼝ ⼤島郡蒲野村72

浜野⼩助 22 ⼭⼝ ⼤島郡蒲野村267

中村重吉 22 ⼭⼝ ⼤島郡蒲野村130

中村治右ヱ⾨ 23 ⼭⼝ ⼤島郡久賀村233

森⽥⾠吉 26 ⼭⼝ ⼤島郡蒲野村925

⻲井藤⼗郎 22 ⼭⼝ ⼤島郡安下庄村962

中川幸之助 22 ⼭⼝ ⼤島郡蒲野村279

⾓村⾳松 22 ⼭⼝ ⼤島郡蒲野村395

河合雪蔵 22 ⼭⼝ ⼤島郡蒲野村225

藤本永吉 22 ⼭⼝ ⼤島郡蒲野村224

⾓村鶴蔵 31 ⼭⼝ ⼤島郡蒲野村304
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名前 年齢 府県 帰還年市町村

清⽔幸助 28 ⼭⼝ 1896/03/29⼤島郡蒲野村585

中原与⼗郎 32 ⼭⼝ ⼤島郡蒲野村227

中原貞吉 23 ⼭⼝ ⼤島郡蒲野村334

原⽥佐助 28 ⼭⼝ ⼤島郡蒲野村332

貞永貞吉 22 ⼭⼝ ⼤島郡蒲野村202

⼤村秋太郎 23 ⼭⼝ ⼤島郡蒲野村38

原⽥新次郎 23 ⼭⼝ ⼤島郡蒲野村70

松岡⼜兵衛 22 ⼭⼝ ⼤島郡蒲野村921

林弥三郎 31 ⼭⼝ 1896/03/29熊⽑郡伊保庄村600

桧垣友蔵 26 ⼭⼝ 熊⽑郡伊保庄村258

⼭本伴蔵 22 ⼭⼝ 熊⽑郡伊保庄村708

泉原⽵蔵 21 ⼭⼝ 熊⽑郡伊保庄村465

貞永富蔵 22 ⼭⼝ ⼤島郡蒲野村202

河内⼭⼋蔵 28 ⼭⼝ 熊⽑郡伊保庄村238

⽩銀岩之助 26 ⼭⼝ ⼤島郡久賀村290

河原市太郎 22 ⼭⼝ ⼤島郡⽇良居村1027

栗原信太郎 22 ⼭⼝ ⼤島郡⽇良居村589

清⽔甚右ヱ⾨ 22 ⼭⼝ ⼤島郡沖浦村267

⼭根忠右ヱ⾨ 30 ⼭⼝ ⼤島郡屋代村2916

⼤川菊次郎 21 ⼭⼝ ⼤島郡屋代村467

⼭本和助 21 ⼭⼝ ⼤島郡蒲野村565

⾒越新之丞 23 ⼭⼝ ⼤島郡屋代村168

⽮⽥部倉之進 22 ⼭⼝ 1896/03/29⼤島郡⼩松志佐村1011

重岡徳太郎 23 ⼭⼝ 熊⽑郡伊保庄村336

⼤徳清松 21 ⼭⼝ ⼤島郡屋代村758

浜村勝蔵 23 ⼭⼝ ⼤島郡久賀村771

⽚⼭⾠五郎 31 ⼭⼝ ⼤島郡久賀村1367

孫野仲⼗ 22 ⼭⼝ ⼤島郡⼩松志佐村687

⽶元菊太郎 28 ⼭⼝ ⼤島郡⼩松志佐村1108

⽶原⻲吉 24 ⼭⼝ 1896/03/29⼤島郡⼩松志佐村1090

尾元吉蔵 32 ⼭⼝ ⼤島郡⼩松志佐村532

⾕川勇太郎 21 ⼭⼝ 1896/03/29⼤島郡⼩松志佐村184
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名前 年齢 府県 帰還年市町村

浦中⼗蔵 22 ⼭⼝ ⼤島郡⼩松志佐村146

岡野兼太郎 22 ⼭⼝ ⼤島郡⼩松志佐村143

東川新槌 21 ⼭⼝ 1896/03/29⼤島郡屋代村687

中野武⼋ 21 ⼭⼝ ⼤島郡久賀村138

樋⼝鶴松 32 新潟 1898/01/27北蒲原郡中井村⼤字新井⽥7

森栄次郎 29 新潟 北蒲原郡五⼗公野村⼤字五⼗公野236

鈴⽊⽵次郎 32 新潟 北蒲原郡柴橋村⼤字飯⾓4

上野繁蔵 32 新潟 北蒲原郡五⼗公野村⼤字五⼗公野185

浅⾹四郎吉 29 新潟 1899/03/13北蒲原郡五⼗公野村⼤字五⼗公野67

菅沢⾼蔵 30 新潟 北蒲原郡柴橋村⼤字半⼭5

吉村清吉 22 新潟 北蒲原郡柴橋村⼤字半⼭6

相⾺鶴太郎 32 新潟 北蒲原郡猿橋村⼤字猿橋116

堀久作 22 新潟 北蒲原郡中井村⼤字新井⽥28

波多野⼜七 25 新潟 北蒲原郡葛塚村⼤字東塚ノ⽬30

佐藤⼜次 28 新潟 北蒲原郡⽶倉村⼤字⽶倉68

斎藤寅吉 29 新潟 岩船郡中保内⼤字⽻ケ榎1

⼭⽥⾦蔵 22 新潟 1898/01/27岩船郡中保内⼤字坂町24

坂場良之助 22 新潟 北蒲原郡五⼗公野村⼤字五⼗公野380

岩橋義三郎 33 新潟 北蒲原郡新発⽥村⼤字指物町6

上野前藤三郎 24 和歌⼭ 有⽥郡御霊村⼤字徳⽥444

府中留松 30 和歌⼭ 名草郡松江村360

⾕沢瀧蔵 27 和歌⼭ 1896/03/29那賀郡⽥中村⼤字⾚尾173

秦野⽶吉 25 和歌⼭ 1896/03/29那賀郡⻄貴志村⼤字⻑⼭1315

味村徳之助 21 和歌⼭ 1896/03/29那賀郡⼭崎村尾字中野⿊⽊190

⻲井松太郎 24 和歌⼭ 名草郡野崎村⼤字狐島487

辻孫次郎 29 和歌⼭ 名草郡⻲川⼤字太⽥249

本⽥勝次郎 25 和歌⼭ 那賀郡根来村⼤字森無番地

⻄本熊蔵 21 和歌⼭ 1896/03/29那賀郡根来村⼤字⻄坂本1064

平野千代松 27 和歌⼭ 那賀郡⼭崎村⼤字中野⾥⽊515

⾼⽊幸次郎 27 和歌⼭ 那賀郡粉川町2149

⼤岩夘之助 27 和歌⼭ 海部郡雑賀崎村⼤字雑賀崎1582

和⽥政楠 23 和歌⼭ 那賀郡⼭崎村尾字中野⿊⽊114
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名前 年齢 府県 帰還年市町村

松並常楠 21 和歌⼭ 名草郡松江村365

藤井輝吉 22 和歌⼭ 那賀郡川原村⼤字上丹⽣⾕村50

⻄岡市松 28 和歌⼭ 那賀郡川原村⼤字上丹⽣⾕村520

森下⾠吉 30 和歌⼭ 那賀郡志賀村⼤字松瀬340

⻲井梅吉 22 和歌⼭ 1896/03/29那賀郡根来村⼤字奥安上⾕445

樫尾⻑楠 22 和歌⼭ 那賀郡⻄志貴村⼤字⻑原956

松本安之助 23 和歌⼭ 海部郡⻄脇野村⼤字⻄庄646

⻄⼭芳松 24 和歌⼭ 名草郡松江村358

末次徳三郎 22 和歌⼭ 那賀郡粉川町⼤字藤井180

上⽥栄次郎 21 和歌⼭ 1896/03/29海部郡加茂村⼤字⼩松原185

中本藤楠 23 和歌⼭ 海部郡雑賀崎村⼤字⽥野232

⼭村岩吉 24 和歌⼭ 海部郡雑賀崎村⼤字⽥野255

北村安太郎 27 和歌⼭ 海部郡雑賀崎村⼤字⽥野346

藤⽥⺒之助 21 和歌⼭ 海部郡雑賀崎村⼤字⽥野233

酒井権太郎 21 和歌⼭ 海部郡雑賀崎村⼤字⽥野253

酒井市松 25 和歌⼭ 海部郡雑賀崎村⼤字⽥野265

酒⽥定吉 22 和歌⼭ 海部郡雑賀崎村⼤字⽥野209

前⽥次郎吉 25 和歌⼭ 1896/03/29名草郡松江村191

⻄脇梅松 25 和歌⼭ 海部郡雑賀崎村⼤字⽥野208

柑本芳之助 23 和歌⼭ 名草郡松江村1048

吉川新之助 22 和歌⼭ 1896/03/29海部郡加茂村⼤字⼩松原207

乾豊吉 22 和歌⼭ 1896/03/29名草郡貴志村⼤字延晴170

増⽥楠五郎 25 和歌⼭ 名草郡貴志村⼤字延晴180

榎本常吉 24 和歌⼭ 名草郡松江村334

森下三次郎 24 和歌⼭ 名草郡松江村345

岡本作之丞 23 和歌⼭ 名草郡松江村162

⽥村此吉 21 和歌⼭ 海部郡雑賀崎村⼤字雑賀崎1651

道脇芳松 22 和歌⼭ 海部郡雑賀崎村⼤字⽥野302

上⼭定吉 20 和歌⼭ 有⽥郡島屋城村⼤字中野67

⽯⽥弥三郎 24 和歌⼭ 那賀郡粉川町⼤字粉川2156

⼤江⼀郎 30 和歌⼭ 有⽥郡殿村⼤字⽥⼝346

⼤江熊太郎 31 和歌⼭ 有⽥郡⽣⽯村字上六川862
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名前 年齢 府県 帰還年市町村

岡⽥⾼次郎 30 和歌⼭ 有⽥郡⽣⽯村⼤字⿊船412

堀端弥市 31 和歌⼭ 有⽥郡島屋城村⼤字⼩川123

⼩畑常太郎 24 和歌⼭ 有⽥郡島屋城村⼤字⼩川357

寺前久楠 27 和歌⼭ 海部郡⻄脇野村⼤字⻄庄910

前中⾳松 22 和歌⼭ 有⽥郡島屋城村⼤字⼩川376

⼋尾卯之助 27 和歌⼭ 那賀郡粉川町⼤字粉川1341

藤⽊藤橘 25 和歌⼭ 名草郡野崎村⼤字狐島163

堂本⻁楠 25 和歌⼭ 那賀郡上岩出村⼤字⽔栖

森太平 22 和歌⼭ 名草郡宮前村⼤字中島49

太⽥政五郎 29 和歌⼭ 名草郡宮村⼤字北出島188

坂本藤太郎 23 和歌⼭ 海部郡塩津村⼤字塩津333

森川市太郎 21 和歌⼭ 有⽥郡宮崎村⼤字⼭地195

森川⾳松 32 和歌⼭ 有⽥郡宮崎村⼤字⼭地251

佐野⻲之助 24 和歌⼭ 有⽥郡島屋城村⼤字⼩川158

瀬⽥由松 30 和歌⼭ 名草郡松江村2044

⾕川岩楠 21 和歌⼭ 海部郡⽊本村⼤字⽊本1007

貴志茂吉 26 和歌⼭ 名草郡貴志村⼤字梅原334

湯崎駒楠 25 和歌⼭ 海部郡雑賀崎村⼤字雑賀崎1592

松本⿅楠 24 和歌⼭ 1896/03/29海部郡加茂村⼤字沓掛445

⽊本豊市 21 和歌⼭ 海部郡⽊本村⼤字⽊本1130

雑賀勇蔵 22 和歌⼭ 海部郡雑賀崎村⼤字雑賀崎1097

池⾕峯松 29 和歌⼭ 1896/03/29海部郡雑賀崎村⼤字雑賀崎1377

⼭本栄太郎 21 和歌⼭ 那賀郡粉川町⼤字粉川264

垣内楠吉 25 和歌⼭ 海部郡⽊本村⼤字⼩屋1156

加納常三郎 22 和歌⼭ 那賀郡粉川町⼤字粉川2104

古⽥萬吉 29 和歌⼭ 名草郡松江村1003

芝⽥安助 32 和歌⼭ 名草郡松江村121

南⽊敬蔵 29 和歌⼭ 名草郡楠⾒村⼤字⼤⽯

岩橋安次郎 22 和歌⼭ 名草郡⻄和佐村⼤字岩崎1053

太⽥安太郎 30 和歌⼭ 名草郡松江村116

辻定楠 21 和歌⼭ 名草郡松江村44

久保定太郎 24 和歌⼭ 海部郡雑賀村⼤字⻄浜240

13/16



名前 年齢 府県 帰還年市町村

中村市次郎 21 和歌⼭ 海部郡⽊本村⼤字⼩屋282

⼤⿊夘之助 24 和歌⼭ ⽇⾼郡⽩崎村⼤字神⾕171

橋本五郎吉 25 和歌⼭ ⽇⾼郡⽮⽥村⼤字中津川597

花光浅吉 24 和歌⼭ ⽇⾼郡丹⽣村⼤字江川1336

久保代吉 31 和歌⼭ ⽇⾼郡由良村⼤字⾥241

永井春吉 28 和歌⼭ ⽇⾼郡由良村⼤字阿⼾779

⼭下安太郎 28 和歌⼭ ⽇⾼郡由良村⼤字⾥43

平⽥宇吉 26 和歌⼭ ⽇⾼郡萩原村⼤字⼭⼝351

中畑芳松 21 和歌⼭ 海部郡雑賀崎村⼤字⽥野345

橋本与蔵 22 和歌⼭ ⽇⾼郡⽩崎村⼤字神⾕211

直川安吉 26 和歌⼭ ⽇⾼郡⻄内原村⼤字⾼屋553

中⼭弥平 22 和歌⼭ ⽇⾼郡⽩崎村⼤字神⾕224

浜中久吉 28 和歌⼭ ⽇⾼郡⽩崎村⼤字神⾕163

塩路新兵衛 22 和歌⼭ ⽇⾼郡御坊村⼤字島510

⽵本由太郎 26 和歌⼭ ⽇⾼郡御坊村⼤字島131

塩路⿅蔵 27 和歌⼭ ⽇⾼郡御坊村⼤字島115

⽊下安松 22 和歌⼭ ⽇⾼郡御坊村⼤字島577

寒川⼒蔵 27 和歌⼭ ⽇⾼郡丹⽣村⼤字江川544

東⼝市太郎 26 和歌⼭ ⽇⾼郡⽩崎村⼤字神⾕107

中家⾳吉 29 和歌⼭ 有⽥郡⽣⽯村⼤字釜中504

三⽊春吉 31 和歌⼭ 有⽥郡⽥殿村⼤字賢1164

森⽥浅松 24 和歌⼭ 有⽥郡御霊村⼤字⾕垣126

柳本増次郎 21 和歌⼭ 1896/03/29有⽥郡⽥殿村⼤字賢228

三⽊喜代松 21 和歌⼭ 有⽥郡⽥殿村⼤字賢945

林筆松 32 和歌⼭ 有⽥郡⽥殿村⼤字賢244

三⽊浅吉 28 和歌⼭ 有⽥郡⽥殿村⼤字賢1115

⻄⽥庄助 32 和歌⼭ 有⽥郡⽥五⻄⽉村⼤字中373

楠部⻑三郎 23 和歌⼭ 有⽥郡御霊村⼤字徳⽥31

中家菊⼆郎 22 和歌⼭ 有⽥郡⽣⽯村⼤字釜中504

神⽥萬太郎 29 和歌⼭ ⽇⾼郡⽩崎村⼤字⼤引740

⼭⼝伊之助 29 和歌⼭ 有⽥郡島屋城村⼤字⼩川111

中井兵右ヱ⾨ 32 和歌⼭ 有⽥郡⽣⽯村⼤字釜中301

14/16



名前 年齢 府県 帰還年市町村

岩⽥安右ヱ⾨ 29 和歌⼭ 有⽥郡⽥殿村⼤字守⼝21

栗⼭鶴松 30 和歌⼭ 有⽥郡南広村⼤字殿72

堀池市松 25 和歌⼭ ⽇⾼郡印南村⼤字津井388

猿川国平 21 和歌⼭ ⽇⾼郡丹⽣村⼤字江川2

井上吉三郎 32 和歌⼭ ⽇⾼郡名⽥村⼤字野島1648

星⽥喜代松 22 和歌⼭ 有⽥郡⽣⽯村⼤字釜中246

速⽬市次郎 21 和歌⼭ 海部郡⽊本村⼤字⼩屋233

⽥島⾺吉 23 和歌⼭ ⽇⾼郡湯川村⼤字丸⼭613

前⼭吉松 22 和歌⼭ 1896/03/29海部郡加茂村⼤字市坪843

⼭東芳松 22 和歌⼭ 海部郡雑賀崎村⼤字⽥野248

⻄村伊之助 22 和歌⼭ 海部郡雑賀崎村⼤字⽥野288

梶川房之助 22 和歌⼭ 海部郡⽊本村⼤字槙原5

吉⽥⽶吉 27 和歌⼭ 1896/03/29海部郡⽊本村⼤字槙原328

垣内常太郎 24 和歌⼭ 海部郡⽊本村⼤字槙原340

南村政之助 31 和歌⼭ 1896/03/29海部郡加茂村⼤字下492

井上由太郎 26 和歌⼭ 1896/03/29海部郡⽊本村⼤字⼩屋373

⽥内幸之助 21 和歌⼭ 海部郡⽊本村⼤字⽊本1040

⼭本⽂蔵 27 和歌⼭ 海部郡雑賀村⼤字⻄浜276

福⽥茂三郎 21 和歌⼭ 海部郡⽊本村⼤字⼩屋316

細⾕常吉 28 和歌⼭ 海部郡和歌村1400

奥野楠市 22 和歌⼭ 海部郡和歌村1397

北島徳之助 22 和歌⼭ 1896/03/29名草郡貴志村⼤字梅原334

⻄本岩吉 22 和歌⼭ 海部郡⽊本村⼤字⽊本1068

瀧芳松 32 和歌⼭ 有⽥郡御霊村⼤字庄592

岡松蔵 26 和歌⼭ 1896/03/29海部郡雑賀村⼤字宇須296

⻲岩為五郎 28 和歌⼭ ⽇⾼郡丹⽣村⼤字⼭野1999

森⾦之助 23 和歌⼭ 1896/03/29海部郡浜中村⼤字⼩畑1095

中野岩吉 28 和歌⼭ ⽇⾼郡名⽥村⼤字野島1752

坂⼝安松 24 和歌⼭ ⽇⾼郡名⽥村⼤字野島1732

⻄端岩吉 21 和歌⼭ ⽇⾼郡名⽥村⼤字野島348

⻄安⼆郎 21 和歌⼭ ⽇⾼郡名⽥村⼤字野島224

梅⽥初太郎 27 和歌⼭ ⽇⾼郡名⽥村⼤字野島1284
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名前 年齢 府県 帰還年市町村

吉村⽶吉 22 和歌⼭ ⽇⾼郡名⽥村⼤字上野1470

⻄原岩松 21 和歌⼭ 海部郡雑賀崎村⼤字⽥野255

佐野岩松 22 和歌⼭ ⽇⾼郡名⽥村⼤字上野1512

加端七松 23 和歌⼭ ⽇⾼郡名⽥村⼤字野島1048

島直楠 22 和歌⼭ 那賀郡中貴志村⼤字前⽥759

⻄端梅三郎 22 和歌⼭ ⽇⾼郡名⽥村⼤字野島248

⻄川三次郎 22 和歌⼭ ⽇⾼郡丹⽣村⼤字⼭野359

⼭野岩太郎 22 和歌⼭ 那賀郡根来村⼤字奥安上⾕264

林林太郎 26 和歌⼭ ⽇⾼郡名⽥村⼤字上野1511

塩路菊松 26 和歌⼭ ⽇⾼郡御坊村⼤字島146

切本権松 26 和歌⼭ 1896/03/29⽇⾼郡切⽬川村⼤字⽻六239

⻄岡捨松 31 和歌⼭ ⽇⾼郡名⽥村⼤字楠井2354

⼈490総数
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