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不明者氏名 読み方
①最終失踪
関連地点

②失踪時居
住地

③連絡先家
族居住地

明石�靖彦 あかいし�やすひこ 石川県 石川県 東京都

拉致濃厚 秋田�美輪 あきた�みわ 兵庫県 兵庫県 愛知県
東�修治 あずま�しゅうじ 神奈川県 神奈川県
安達�恵美子 あだち�えみこ 京都府 京都府 神奈川県

拉致濃厚 安達�俊之 あだち�としゆき 石川県 石川県 石川県
阿比留�健次 あびる�けんじ 大阪府 大阪府 東京都
荒井�セツ あらい�せつ 東京都 東京都 栃木県

拉致濃厚 新木�章 あらき�あきら 埼玉県 埼玉県 埼玉県
荒谷�敏生 あらたに�としお 富山県 富山県 東京都
安西�正博 あんざい�まさひろ 愛知県 愛知県 栃木県

拉致濃厚 生島�孝子 いくしま�たかこ 東京都 東京都 東京都
石川�和歌男 いしかわ�わかお 東京都 東京都 東京都
石坂�孝 いしざか�たかし 東京都 東京都 北海道
石田�清 いしだ�きよし 秋田県 秋田県 秋田県
井尻�恵子 いじり�けいこ 京都府 京都府 京都府
伊藤�克 いとう�まさる 千葉県 千葉県 千葉県
稲田�裕次郎 いなだ�ゆうじろう 熊本県 熊本県 兵庫県
井上�克美 いのうえ�かつよし 埼玉県 埼玉県 群馬県
井上�征子 いのうえ�せいこ 東京都 東京都 大阪府
伊原�照治 いはら�てるじ 東京都 東京都

拉致濃厚 今井�裕 いまい�ゆたか 青森県 青森県 青森県

拉致濃厚 今津�淳子 いまづ�じゅんこ 埼玉県 埼玉県
岩佐�寅雄 いわさ�とらお 神奈川県 神奈川県 宮城県
岩本�美代子 � いわもと�みよこ 宮崎県 宮崎県 宮崎県
上田�英司 うえだ�えいじ 東京都 東京都 鳥取県
上田�俊二 うえだ�しゅんじ 東京都 東京都
植村�留美 うえむら�るみ 大阪府 大阪府 大阪府
鵜沢�幹雄 うざわ�みきお 千葉県 千葉県 千葉県
江藤�健一 えとう�けんいち 千葉県 千葉県 三重県
江原�信明 えはら�のぶあき 埼玉県 埼玉県 埼玉県

拉致濃厚 大澤�孝司 おおさわ�たかし 新潟県 新潟県 新潟県

拉致濃厚 大政�由美 おおまさ�ゆみ 海外 三重県 愛媛県

拉致濃厚 大屋敷�正行 おおやしき�まさゆき 静岡県 東京都 東京都
岡内�正三 おかうち�まさみ 香川県 香川県 香川県
尾方�晃 おがた�あきら 京都府 京都府 岐阜県
岡田�優子 おかだ�ゆうこ 北海道 北海道 北海道
岡元�幸弘 おかもと�ゆきひろ 神奈川県 千葉県 千葉県
小川�雅樹 おがわ�まさき 東京都 東京都 神奈川県
沖田�徳喜 おきた�なるき 大阪府 広島県
尾崎�隆生 おざき�たかお 兵庫県 兵庫県 京都府
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拉致濃厚 尾上�民公乃 おのうえ�みこの 福岡県 大阪府 大阪府

拉致濃厚 小野寺�将人 おのでら�まさと 北海道 北海道 埼玉県
甲斐�一志 かい�かずし 京都府 京都府 東京都
賀上�大助 かがみ�だいすけ 大阪府 大阪府 徳島県

拉致濃厚 加瀬�テル子 かせ�てるこ 千葉県 千葉県 千葉県
香月�正則 かつき�まさのり 東京都 海外 愛知県
加藤�悦子 かとう�えつこ 愛知県 愛知県

拉致濃厚 加藤�久美子 かとう�くみこ 福岡県 福岡県 愛知県

拉致濃厚 加藤�小百合 かとう�さゆり 兵庫県 兵庫県 大阪府
加藤�鈴勝 かとう�すずかつ 愛知県 愛知県 三重県
加藤（石川）�八重子 かとう�やえこ 群馬県 群馬県 群馬県
加藤�義美 かとう�よしみ 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県
金田�祐司 かなた�ゆうじ 大阪府 大阪府 大阪府

拉致濃厚 金田�竜光 かねだ�たつみつ 兵庫県 兵庫県
拉致濃厚 紙谷�慶五郎 かみや�けいごろう�

拉致濃厚 紙谷�圭剛 かみや�けいご

拉致濃厚 紙谷�礼人 かみや�のりひと

拉致濃厚 紙谷�速水 かみや�はやみ
亀谷�博昭 かめたに�ひろあき 大阪府 大阪府 高知県
川合�健二 かわい�けんじ 山梨県 山梨県 三重県
河合�美智愛 かわい�みちえ 福井県 福井県 福井県

拉致濃厚 河田�君江 かわた�きみえ 山口県 山口県 山口県
川満�敏弘 かわみつ�としひろ 大阪府 愛知県 沖縄県
菊地�寛史 きくち�ひろし 長野県 長野県 長野県
樹下�秋男 きのした�あきお 京都府 京都府 京都府
儀間�隆 ぎま�たかし 海上 沖縄県 沖縄県
金�姫順 きむ�ひすん 兵庫県 兵庫県 兵庫県
木村�秋男 きむら�あきお 大阪府 大阪府

拉致濃厚 木村�かほる きむら�かおる 秋田県 秋田県 青森県
木本�佳紀 きもと�よしのり 青森県 青森県 北海道

拉致濃厚 清崎�公正 きよさき�きみまさ 兵庫県 兵庫県 兵庫県
金武川�栄輝 きんがわ�えいき 海上 沖縄県 沖縄県
楠本�勤 くすもと�つとむ 東京都 東京都 岡山県

拉致濃厚 国井�えり子 くにい�えりこ 北海道 北海道 北海道

拉致濃厚 国広�富子 くにひろ�とみこ 山口県 山口県 山口県
熊倉�清一 くまくら�せいいち 福島県 福島県 神奈川県

拉致濃厚 小久保�稔史 こくぼ�としひと 京都府 三重県 愛知県
越川�力 こしかわ�つとむ 東京都 東京都 神奈川県
小谷�幸夫 こたに�ゆきお 山形県 東京都 埼玉県
後藤�久二 ごとう�ひさじ 新潟県 新潟県 埼玉県
後藤�美香 ごとう�みか 東京都 東京都 東京都
小西�能幸 こにし�よしゆき 石川県 石川県 東京都
小林�榮 こばやし�さかえ 東京都 東京都 茨城県
小丸�勝義 こまる�かつよし 東京都 大阪府 大阪府

海上 北海道 北海道
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小宮山�広明 こみやま�ひろあき 長野県 長野県 長野県
斉藤�宰 さいとう�おさむ 東京都 東京都 山梨県
齋藤�正治 さいとう�しょうじ 神奈川県 神奈川県 東京都
斉藤�四郎 さいとう�しろう 北海道 北海道 北海道
齋藤�武 さいとう�たけし 神奈川県 神奈川県 山形県

拉致濃厚 斉藤�裕 さいとう�ひろし 北海道 北海道 北海道
酒井�勇夫 さかい�いさお 広島県 千葉県 千葉県
酒井�秀俊 さかい�ひでとし 京都府 京都府 愛知県
堺�弘美 さかい�ひろみ 東京都 東京都 東京都
坂上�良則 さかうえ�よしのり 福島県 福島県 北海道
坂川�千明 さかがわ�ちあき 岩手県 岩手県 岩手県
坂下�喜美夫 さかした�きみお 石川県 石川県 静岡県
佐賀�直香 さが�なおか 北海道 北海道 北海道

拉致濃厚 坂本�とし子 さかもと�としこ 東京都 東京都 東京都
坂本�英明 さかもと�ひであき 大阪府 大阪府
坂本�秀興 さかもと�ひでおき 東京都 東京都 岡山県
崎山�実 さきやま�みのる 大阪府 大阪府 沖縄県
笹垣�範男 ささがき�のりお 神奈川県 神奈川県 神奈川県

拉致濃厚 佐々木�悦子 ささき�えつこ 埼玉県 埼玉県 埼玉県
佐々木�薫 ささき�かおる 広島県 広島県 広島県
佐々木�正和 ささき�まさかず 埼玉県 埼玉県 埼玉県
薩摩�勝博 さつま�かつひろ 秋田県 秋田県 秋田県
佐藤�順子 さとう�じゅんこ 海外 東京都 東京都
佐藤  剛生 さとう�たけお� 千葉県 千葉県 神奈川県
佐藤�正行 さとう�まさゆき 愛知県 愛知県
佐藤�益一 さとう�ますいち 大阪府 大阪府 鹿児島県
澤辺�和也 さわべ�かずや 京都府 京都府 京都府
至極�透 しごく�とおる 和歌山県 和歌山県 徳島県

拉致濃厚 七條�一 しちじょう�はじめ 石川県 東京都 徳島県
渋谷�浩邦� しぶや�ひろくに 長野県 神奈川県 神奈川県
島脇�文内 しまわき�ぶんない 兵庫県 兵庫県 兵庫県

拉致濃厚 清水�桂子 しみず�けいこ 岡山県 岡山県 岡山県
下地�才喜� しもじ�さいき 東京都 東京都 沖縄県
城崎�瑛子 しろさき�えいこ 北海道 北海道 北海道
白鳥�英敏 しろとり�ひでとし 長野県 長野県 長野県
城鳥�正義 しろとり�まさよし 富山県 福島県
鈴木�清江 すずき�きよえ 静岡県 静岡県 静岡県
鈴木�正昭 すずき�まさあき 千葉県 千葉県 岩手県

拉致濃厚 関谷�俊子 せきや�としこ 千葉県 千葉県 千葉県
曽ヶ端�崇史 そがはた�たかふみ 北海道 北海道 北海道

拉致濃厚 園田�一 そのだ�はじめ

拉致濃厚 園田�敏子 そのだ�としこ
高木�茂久 たかぎ�しげひさ 福井県 大阪府 兵庫県
高野�清文 たかの�きよふみ 東京都 東京都 東京都

鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県
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高橋�勝彦 たかはし�かつひこ 北海道 北海道 北海道
高橋�太一 たかはし�たいち 神奈川県 神奈川県 静岡県
高松�康晴 たかまつ�やすはる 神奈川県 神奈川県 熊本県
高見�到 たかみ�いたる 兵庫県 兵庫県 静岡県
竹内�久美子 たけうち�くみこ 大阪府 大阪府 大阪府
武内�卓 たけうち�たかし 神奈川県 神奈川県 大阪府
竹屋�恵美子 たけや�えみこ 兵庫県 兵庫県 福岡県

拉致濃厚 武山�京子 たけやま�きょうこ 北海道 北海道 北海道
田島�清光 たじま�せいこう 海上 沖縄県

拉致濃厚 橘�邦彦 たちばな�くにひこ 静岡県 静岡県 静岡県
巽�敏一 たつみ�としかず 大阪府 大阪府 千葉県

拉致濃厚 田中�浩史 たなか�ひろし 福井県 京都府 京都府

拉致濃厚 田中�正道 たなか�まさみち 千葉県 千葉県 鹿児島県
田辺�真理子 たなべ�まりこ 広島県 広島県 広島県
谷ケ崎 清一 たにがさき せいいち 富山県 富山県 富山県
種子�雅也 たねこ�まさや 大阪府 大阪府 東京
種田�誠 たねだ�まこと 京都府 京都府 鹿児島県
種橋�昭子 たねはし�あきこ 埼玉県 埼玉県 埼玉県
玉井�敏明 たまい�としあき 大分県 大分県
田村�正伸 たむら�まさのぶ 千葉県 神奈川県 神奈川県
塚腰�義正 つかごし�よしまさ 海外 東京都 岐阜県

拉致濃厚 辻�與一 つじ�よいち 三重県 三重県 兵庫県
辻出�紀子 つじで�のりこ 三重県 三重県 三重県
角田�麻衣 つのだ�まい 山梨県 東京都 東京都

拉致濃厚 寺島�佐津子 てらしま�さつこ 神奈川県 神奈川県 神奈川県

拉致濃厚 遠山�常子 とおやま�つねこ 千葉県 千葉県 千葉県

拉致濃厚 遠山�文子 とおやま�ふみこ 石川県 不明 東京都
拉致濃厚 徳永�陽一郎 とくなが�よういちろう 長崎県 長崎県 長崎県

戸島�金芳 としま�かねよし 徳島県 徳島県 兵庫県
拉致濃厚 富川�久子 とみかわ�ひさこ 沖縄県 沖縄県

拉致濃厚 長尾�直子 ながお�なおこ 北海道 北海道 北海道
仲里�次弘� なかざと�つぐひろ 神奈川県 神奈川県 沖縄県
中島�慶子 なかしま�けいこ 富山県 富山県 京都府
中島�修一 なかじま�しゅういち 長野県 長野県 茨城県
永島�康浩 ながしま�やすひろ 栃木県 栃木県 栃木県
永田�進 ながた�すすむ 大阪府 大阪府 石川県
中塚�節子 なかつか�せつこ 東京都 東京都 長野県
中野�政二 なかの�まさじ 海上 佐賀 奈良県
仲桝�忠吉 なかます�ちゅうきち 海上 沖縄県 沖縄県
仲村�克己 なかむら�かつみ 兵庫県 兵庫県 沖縄県
中村 健一（武康） なかむら�けんいち

（たけやす）
長崎県 長崎県

中村�三奈子 なかむら�みなこ 海外 新潟県 新潟県
永本�憲子 ながもと�のりこ 高知県 高知県 東京都
永山�正文 ながやま�まさふみ 東京都 東京都 東京都
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名取�志津子 なとり�しづこ 北海道 北海道 北海道
西平�カメ にしひら�かめ 北海道 北海道 北海道
西村�京子 にしむら�きょうこ 山口県 山口県
西村�三男 にしむら�みつお 山口県 山口県 熊本県

拉致濃厚 西安�義行 にしやす�よしゆき 京都府 兵庫県 兵庫県
二宮�喜一 にのみや�よしかず 東京都 東京都 愛媛県
根本�直美 ねもと�なおみ 茨城県 茨城県 茨城県
野崎�幸夫 のざき�ゆきお 北海道 北海道 北海道
野田�福美 のだ�ふくみ 海上 島根県 島根県

拉致濃厚 萩本�喜彦 はぎもと�よしひこ 兵庫県 兵庫県 兵庫県
長谷川�文子 はせがわ�ふみこ 北海道 北海道 大阪府

拉致濃厚 波多野�幸子 はたの�さちこ 福岡県 福岡県
馬場�昌一 ばば�まさかず 東京都 東京都 東京都
羽生�弘行 はぶ�ひろゆき 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県
浜崎�真嗣 はまさき�まさつぐ 東京都 東京都 長崎県
濱端�俊和 はまばた�としかず 福井県 福井県 沖縄県
早坂�勝男 はやさか�かつお 東京都 東京都 千葉県

拉致濃厚 林�かな子 はやし�かなこ 東京都 東京都 東京都

拉致濃厚 林�雅俊 はやし�まさとし 福井県 岐阜県 岐阜県

拉致濃厚 林田�幸男 はやしだ�ゆきお 海上 宮崎県 宮崎県
原�哲也 はら�てつや 沖縄県 東京都 千葉県

拉致濃厚 日高�信夫 ひだか�のぶお 東京都 東京都 鹿児島県
日高�満男 ひだか�みつお 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県
平本�和丸 ひらもと�かずまる 大分県 広島県
平本�敏昭 ひらもと�としあき 大分県 広島県
平山�政子 ひらやま�まさこ 青森県 青森県 三重県
広田�公一 ひろた�こういち 鳥取県 兵庫県 兵庫県
福本�勝利 ふくもと�かつとし 滋賀県 滋賀県 兵庫県

拉致濃厚 福山�ちあき ふくやま�ちあき 大阪府 大阪府 大阪府
藤倉�紀代 ふじくらきよ
藤倉�靖浩 ふじくらやすひろ

拉致濃厚 藤田�慎 ふじた�しん 東京都 東京都 埼玉県

拉致濃厚 藤田�進（新潟） ふじた�すすむ 新潟県 新潟県 新潟県

拉致濃厚 藤田�進（埼玉） ふじた�すすむ 埼玉県 埼玉県 埼玉県
藤山�恭郎 ふじやま�やすろう 大阪府 大阪府 熊本県
藤原�英二 ふじわら�えいじ 福井県 東京都 広島県

拉致濃厚 布施�範行 ふせ�のりゆき 愛知県 愛知県 山形県
拉致濃厚 古都�瑞子 ふるいち�みずこ�ようこ鳥取県 鳥取県 鳥取県

拉致濃厚 古川�了子 ふるかわ�のりこ 千葉県 千葉県 千葉県
古川�文夫 ふるかわ�ふみお 福井県 兵庫県 大阪府
保泉�泰子 ほいずみ�やすこ 愛知県 愛知県 愛知県
星野�正弘 ほしの�まさひろ 東京都 東京都 埼玉県
本多�茂樹� ほんだ�しげき 北海道 北海道 北海道

拉致濃厚 前上�昌輝 まえがみ�まさてる 北海道 京都府 京都府

広島県 広島県 大阪府
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牧志�孝司 まきし�たかし 海上 沖縄県
正木�冽子 まさき�れつこ 徳島県 香川県 茨城県
益田�ひろみ ますだ�ひろみ 島根県 島根県 島根県
松井�綾子 まつい�あやこ 茨城県 茨城県 茨城県
松岡�伸矢 まつおか�しんや 徳島県 茨城県 茨城県

拉致濃厚 松永�正樹 まつなが�まさき 北海道 香川県 香川県

拉致濃厚 松橋�恵美子 まつはし�えみこ 秋田県 秋田県 秋田県
松村�哲史 まつむら�さとし 岡山県 岡山県 岡山県

拉致濃厚 松本�重行 まつもと�しげゆき� 海上 京都府 京都府
丸山�善昭 まるやま�よしあき 福井県 福井県

拉致濃厚 三浦�和彦 みうら�かずひこ 福岡県 福岡県
三上�慎一郎 みかみ�しんいちろう 北海道 北海道 北海道

拉致濃厚 水居�明 みずい�あきら 海上 宮崎県 宮崎県

拉致濃厚 水島�慎一 みずしま�しんいち 富山県 富山県 富山県
水嶋�弥寿志 みずしま�やすし 埼玉県 埼玉県 京都府

拉致濃厚 峰島�英雄 みねじま�ひでお 千葉県 千葉県 千葉県

拉致濃厚 宮内�和也 みやうち�かずや 福井県 福井県 福井県

拉致濃厚 宮澤�康男 みやざわ�やすお 東京都 東京都 東京都
宮本�直樹 みやもと�なおき 東京都 東京都 東京都
宮脇�留義 みやわき�とめよし 山口県 山口県 大阪府
村本�宣夫 むらもと�のぶお 山口県 山口県
森�武史 もり�たけし 神奈川県 茨城県 千葉県
森�洋子 もり�ようこ 北海道 北海道 北海道

拉致濃厚 森本�規容子 もりもと�きよこ 兵庫県 兵庫県 兵庫県

拉致濃厚 屋木�しのぶ やぎ�しのぶ 富山県 富山県 富山県

拉致濃厚 矢倉�富康 やくら�とみやす 鳥取県 鳥取県 鳥取県
矢島�克己 やじま�かつみ 北海道 埼玉県 埼玉県
安村（尹）文夫 やすむら�ふみお 山口県 山口県 山口県
矢野�和幸 やの�かずゆき 大阪府 大阪府 大阪府
山内�和弘 やまうち�かずひろ 大阪府 大阪府 大阪府
山形�キセ やまがた�きせ� 神奈川県 神奈川県 北海道
山口�浩一 やまぐち�こういち 青森県 大阪府 大阪府
山口�美好 やまぐち�みよし 大阪府 大阪府 愛知県
山崎�博司 やまざき�ひろし 北海道 北海道 北海道
山下�綾子 やました�あやこ 愛媛県 愛媛県 愛媛県
山下（飯塚）�平 やました�いいづか�たいら東京都 東京都 千葉県

拉致濃厚 山下�春夫 やました�はるお 福井県 福井県

拉致濃厚 山下�貢 やました�みつぐ 福井県 福井県 福井県

拉致濃厚 山田�建治 やまだ�けんじ 富山県 富山県 富山県
山田�妙子 やまだ�たえこ 北海道 北海道 北海道
山本�正樹 やまもと�まさき 大阪府 大阪府 徳島県

拉致濃厚 山本�美保 やまもと�みほ 新潟県 山梨県 山梨県
横田�道人 よこた�みちしと 群馬県 群馬県 群馬県
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横山�辰夫� よこやま�たつお 神奈川県 神奈川県 長崎県
吉田�賢光 よしだ�けんこう 宮城県 宮城県 岩手県
吉田�信夫 よしだ�のぶお 北海道 北海道 北海道
吉田�雪江 よしだ�ゆきえ 北海道 北海道 北海道
米川�茂雄 よねかわ�しげお 東京都 東京都 東京都

拉致濃厚 和田�幸二 わだ�こうじ 宮崎県 宮崎県
和田�佑介 わだ�ゆうすけ 広島県 広島県 島根県
和田�吉正 わだ�よしまさ 東京都 広島県 東京都
渡辺�栄一 わたなべ�えいいち 北海道 北海道 北海道
渡邊�晃佐 わたなべ�こうすけ 京都府 京都府 京都府

拉致濃厚 渡辺�秀子 わたなべ�ひでこ 東京都 埼玉県 北海道
和智�博 わち�ひろし 福岡県 福岡県 神奈川県


