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NO. 名前 ハングル よみがな 出身地 創氏名 出身地 遺族判明の有無 DNA採取 備考

1 姜順世 강순세 カン・スンセ 慶尙南道 泗川郡 大山順世 〇

2 姜正生 강정생 カン・ジョンセン 慶尙南道 泗川郡 福農正生

3 姜泰峰 강태봉 カン・テボン 慶尙北道 盈德郡 神農泰峰

4 具守命 구수명 グ・スミョン 慶尙南道 泗川郡 義原守命 〇 〇

5 權道文 권도문 クォン・ドブン 吉敷郡 西岐波村 長生炭鑛社宅 福井道文 慶尚北道 〇 〇

6 權瑞雲 권서운 クォン・ソウン 忠淸南道 瑞山郡 安本瑞雲

7 権壽穆 권수목 クォン・スジク 慶尙北道 盈德郡 吉昌壽稷 〇

8 權五文 권오문 クォン・ゴブン 吉敷郡 西岐波村 長生炭鑛社宅 福井五文 慶尚北道 〇 〇

9 金甲洙 김갑수 キム・カプス 慶尙北道 軍威郡 金本甲洙 〇

10 金計鐘 김계종 キム・ケジョン 平安北道 朔州郡 金川計鐘

11 金教祚 김교조 キム・ギョジョ 慶尙北道 永川郡 金成教祚

12 金達述 김달술 キム・ダルスル 慶尙北道 漆谷郡

13 金東煥 김동환 キム・ドンファン 慶尙北道 軍威郡 寧本東煥 〇

14 金斗萬 김두만 キム・ドゥマン 慶尙北道 迎日郡 金井斗萬

15 金萬石 김만석 キム・マンソク 慶尙北道 盈德郡 金光萬石 〇

16 金萬祚 김만조 キム・マンジョ 慶尙北道 迎日郡 金岡萬祚

17 金命守 김명수 キム・ミョンス 慶尙南道 泗川郡 金田命守

18 金明旭 김명욱 キム・ミョンウク 慶尙南道 泗川郡 金海明旭

19 金福守 김복수 キム・ボクス 慶尙南道 泗川郡 金澤福守

20 金鳳根 김봉근 キム・ボングン 慶尙北道 永川郡 

21 金鳳得 김봉득 キム・ボンドク 慶尙北道 軍威郡 金川鳳得 〇

22 金四郎 김사랑 キム・サラン 慶尙南道 固城郡 金海四郎 〇 〇

23 金朔謙 김삭겸 キム・サッキョム 慶尙北道 永川郡 金岡朔謙

24 金相鳳 김상봉 キム・サンボン 慶尙南道 泗川郡 金海相鳳 〇

25 金碩祚 김석조 キム・ソクチョ 慶尙南道 固城郡 金村硯祚

26 金信助 김신조 キム・シンジョ 平安北道 博川郡 金川信助

27 金彦俊 김언준 キム・オンジュン 慶尙北道 金泉郡 金本彦俊 〇 〇

28 金永根 김영근 キム・ヨングン 慶尙北道 軍威郡 金村永根 〇 〇

29 金永出 김영출 キム・ヨンチュル 慶尙北道 迎日郡 島本永出 〇

30 金完福 김완복 キム・ワンボク 吉敷郡 西岐波村 長生炭鑛社宅 金本完福

31 金龍石 김용석 キム・ヨンソク 慶尙北道 禮泉郡 金光龍石

32 金且辰 김우진 キム・ウジン 慶尙北道 永川郡 

33 金又鎭 김차진 キム・チャジン 慶尙北道 安東郡 

34 金元達 김원달 キム・ウォンダル 慶尙北道 軍威郡 金光平吉 〇

35 金元徳 김원덕 キム・ウォンドク 慶尙北道 慶州郡 金森元徳 〇

36 金有俊 김유준 キム・ユジン 慶尙北道 靑松郡 金善有俊

37 金日煥 김일환 キム・イルファン 慶尙北道 盈德郡 金城日煥

38 金在成 김재성 キム・ジェソン 全羅南道 寶城郡 金山在成 〇

39 金正色 김정색 キム・ジョンセグ 慶尙北道 慶州郡 金林正色 〇

40 金柱甫 김주보 キム・ジュホ 慶尙北道 盈德郡 金田柱甫

41 金至壽 김지수 キム・ジス 慶尙北道 迎日郡 金村至壽 〇

42 金哲得 김철득 キム・チョルドク 慶尙北道 盈德郡 金本哲得

43 金喆浩 김철호 キム・チョルホ 慶尙南道 釜山府

44 金春會 김춘회 キム・チュヌフェ 忠淸南道 唐津郡 金梅春會

45 金七星 김칠성 キム・チルソン 慶尙北道 盈德郡 金原七星 〇 〇

46 金學洙 김학수 キム・ハクス 慶尙北道 軍威郡 金村學洙 〇 〇

47 金化祥 김화상 キム・ファサン 慶尙北道 慶山郡 金本化祥

48 南浩徳 남호덕 ナム・ホドク 慶尙北道 盈德郡 〇

49 明吉贊 명길찬 ミョン・ギルチャン 慶尚南道 釜山府 平山梅吉

50 明武生 명무생 ミョン・ムセン 慶尙南道 固城郡 明川武生

51 朴光煥 박광환 パク・グァンファン 慶尙北道 軍威郡 新井光煥

52 朴南石 박남석 パク・ナムソク 慶尙北道 迎日郡 大井南石 〇 〇

53 朴來五 박래오 パク・ネオ 全羅北道 茂朱郡 

54 朴猛文 박맹문 パク・メンムン 慶尙北道 軍威郡 山明猛文 〇 〇

55 朴明圭 박명규 パク・ミョンギュ 慶尙北道 軍威郡 新井明圭

56 朴三乭 박삼돌 パク・サンドル 慶尙北道 淸道郡 朴本三乭 〇 〇

57 朴相鳳 박상봉 パク・サンボン 慶尙南道 固城郡 高泉相鳳

58 朴相允 박상윤 パク・サンユン 慶尙南道 固城郡 新井相允 〇 〇

59 朴錫基 박석기 パク・ソッキ 江原道 涯陽郡 

60 朴億龍 박억용 パク・オンヨン 慶尙北道 軍威郡 新井億龍

61 朴演廈 박연하 パク・ヨヌハ 慶尙北道 永川郡 木本演廈

62 朴永基 박영기 パク・ヨンギ 全羅南道 寶城郡 原田永基 〇

63 朴乙龍 박을용 パク・ウルヨン 吉敷郡 西岐波村 長生炭鑛社宅 川本乙龍

64 朴益通 박익통 パク・イクトン 慶尙北道  迎日郡 新井益通

65 朴日龍 박일용 パク・イルヨン 慶尙北道 迎日郡 井本日龍

66 朴在桓 박재환 パク・ジェファン 慶尙北道 淸道郡 朴本在桓 〇

67 方成達 방성달 パン・ソンダル 慶尙北道 迎日郡 

68 白有實 백유실 ぺク・ユシル 慶尙南道 固城郡 白川有實

69 白漢欽 백한흠 ぺク・ハンフム 慶尙南道 固城郡 白川漢欽 〇 〇

70 徐得龍 서득용 ソ・ドクヨン 慶尙南道 固城郡 達川得龍

71 徐文一 서문일 ソ・ムニル 慶尙南道 固城郡 達川文一 〇

72 徐振圭 서진규 ソ・ジンギュ 慶尙北道 迎日郡 達川振圭

73 宣道俊 선도준 ソン・ドジュン 全羅南道 寶城郡 道本俊一

74 孫用學 손용학 ソン・ヨンハク 慶尙北道 軍威郡 〇 〇

75 孫長平 손장평 ソン・チャンピョン 慶尙南道 泗川郡 密山長平 〇 〇

犠牲者名簿(真相糾明委員会名簿より）　2013.2.2現在 左記の名簿以降の対応及び調査結果



NO. 名前 ハングル よみがな 出身地 創氏名 出身地 遺族判明の有無 DNA採取 備考

76 孫春得 손춘득 ソン・チュンドク 慶尙北道 迎日郡 大山春得 〇

77 申三允 신삼윤 シン・サミュン 慶尙南道 泗川郡 三山三允

78 申龍業 신용업 シン・ヨンオプ 慶尙北道 金泉郡 平山龍業 〇 〇

79 申宗允 신종윤 シン・ジョンユン 慶尙南道 泗川郡 三山宗允

80 沈松致 심송치 シム・ソンチ 慶尙南道 宣寧郡

81 安炳厚 안병후 アン・ビョンフ 吉敷郡 西岐波村 長生炭鑛社宅 安本炳厚

82 安石録 안석록 アン・ソグノク 慶尙北道 軍威郡 安田石録

83 梁三岩 양삼암 ヤン・サマム 慶尙北道 永川郡 石本三岩

84 楊壬守 양임수 ヤン・イムス 慶尙北道 迎日郡 〇 〇

85 呉浩班 오호반 オ・ホバン 江原道 涯陽郡 

86 禹漢柱 우한주 ウ・ハンジュ 慶尙北道 迎日郡 丹陽漢柱 〇 〇

87 劉乙守 유을수 ユ・ウルス 慶尙南道 泗川郡

88 尹徳龍 윤덕용 ユン・ドクヨン 慶尙北道 迎日郡 平沼徳龍 〇 〇

89 李康臣 이강신 イ・ガンジン 慶尚南道 金海郡 松山康臣 〇 〇

90 李鏡鳳 이경봉 イ・ギョンボン 慶尙北道 永川郡 

91 李鳳雲 이봉운 イ・ボンウン 忠淸南道 瑞山郡 松山鳳雲

92 李相俊 이상준 イ・サンジュン 慶尙北道  迎日郡 竹原相俊

93 李相海 이상해 イ・サンへ 慶尙北道 迎日郡 木村相海 〇

94 李成得 이성득 イ・ソンドク 慶尙北道 永川郡 木本成得

95 李愚喆 이우철 イ・ウチョル 慶尙南道 永川郡 碧山愚喆

96 李鍾鳳 이종봉 イ・ジュンボン 慶尙北道 永川郡 岩本鐘鳳

97 李仲五 이중오 イ・ジュンオ 慶尙南道 固城郡 大村仲五

98 李泰榮 이태영 イ・テヨン 慶尙南道 固城郡 鐵城泰榮 〇 〇

99 李晃淵 이황연 イ・ファンヨン 慶尙北道 盈德郡 永田晃淵

100 林銀準 임은준 イム・ウンジュン 江原道 平康郡 豊川銀準

101 任正淳 임정순 イム・ジョンスン 忠淸南道 唐津郡 豊住田正淳

102 張夢侵 장몽침 チャン・モンチム 慶尙南道 宣寧郡 玉山夢侵

103 張泰俊 장태준 チャン・テジュン 慶尙北道 軍威郡 長田泰俊 〇 〇

104 全聖道 전성도 チョン・ソンド 慶尙南道 陜川郡 松本聖道 〇 〇

105 鄭壬出 정임출 チョン・イムチュル 慶尙北道 迎日郡 日川任出 〇

106 曺在福 조재복 チョ・ジェボク 全羅南道 寶城郡 〇

107 池金山 지금산 チ・グムサン 忠淸南道 瑞山郡 〇

108 車順成 차순성 チャ・スンソン 忠淸南道 唐津郡 吉田順成

109 崔洛同 최낙동 チェ・ナクトン 慶尙南道 固城郡 完山洛洞 〇

110 崔陽海 최양해 チェ・ヤンへ 慶尙北道 永川郡 日山景義 〇 〇

111 崔源造 최원조 チェ・ウォンジォ 慶尙北道 永川郡 

112 崔仁用 최인용 チェ・イニョン 全羅北道 益山郡 大島菊蔵 〇

113 崔一奉 최일봉 チェ・イルボン 慶尙北道 慶州郡 山田一奉

114 崔正一 최정일 チェ・ジョンイル 吉敷郡 西岐波村 長生炭鑛社宅 済本正一

115 崔出伊 최출이 チェ・チュリ 慶尙南道 蔚山郡

116 崔泰龍 최태용 チェ・テヨン 慶尙北道 軍威郡 山本泰龍 〇 〇

117 許命乭 허명돌 ホ・ミョンドル 慶尙南道 晋州郡 重徳命乭

118 許宰金 허재금 ホ・ジェグム 慶尙南道 固城郡 湖山守金

119 洪相大 홍상대 ホン・サンデ 慶尙北道 軍威郡 〇 〇

120 黃吉秀 황길수 ホァン・ギルス 慶尙北道 高靈郡 共田吉秀

121 黄炳甲 황병갑 ホァン・ビョンカプ 忠淸南道 唐津郡 松原炳甲

122 黃石祚 황석조 ホァン・ソクチョ 慶尙南道 固城郡 横山硯祚

123 黄鍾吉 황종길 ホァン・ジョンギル 全羅北道 茂朱郡 〇 〇

本名が分からないもの

NO. 名前 ハングル よみがな 出身地 創氏名 出身地 遺族判明の有無 DNA採取 備考

124 石原柱東 ★주동 吉敷郡 西岐波村 長生炭鑛社宅 石原柱東

125 完山哲濟 ★철제 吉敷郡 西岐波村 長生炭鑛社宅 完山哲濟

126 徳山鐘鶴 ★종학 吉敷郡 西岐波村 長生炭鑛社宅 徳山鐘鶴

127 徳山周變 ★주섭 吉敷郡 西岐波村 長生炭鑛社宅 徳山周變

128 共田宏 ★★★ 慶尙北道 永川郡 共田宏

129 中村福乭 ★복돌 慶尙北道 大邱府 中村福乭

130 永山相根 ★상근 慶尙北道 迎日郡 永山相根

131 永山有先 ★유선 慶尙北道 迎日郡 永山有先

132 廣田在淵 ★재연 慶尙北道 永川郡 廣田在淵

133 星山基發 ★기발 全羅北道 茂朱郡 星山基發

134 宮本尚龍 ★상용 忠淸南道 唐津郡 宮本尚龍 氏名は宋尚龍と判明


