
人口 30,247人（△30）　 32,856人（△16）　計63,103人（△46）　 23,017世帯（△２）人口と世帯数（６月１日現在）
（　　）内は前月比

※５月11日から６月10日までの届け出です（敬称略）※保護者やご遺族などの了承を得て掲載しています
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村上地区
桃　羽（とわ） 松井　　翼 飯野桜ケ丘
有 （ゆう） 中野　孝幸 下相川
駿　太（しゅんた） 中村　三男 岩船下浜町
晃　志（こうし） 工藤　智志 八日市
奏　太（かなた） 熊倉　拓弥 山辺里
菜　緒（なお） 岡﨑　　歩 飯野西
友　一（ゆういち） 石嶋　　聡 山居町二丁目
琉　音（りお） 田中　祐貴 岩船上町
紬　愛（ゆあ） 原　崇文 山辺里
武　優（たける） 忠　　　稔 南町二丁目
幸　近（ゆきちか） 志賀　将人 瀬波上町
悠　磨（ゆうま） 布施　昭仁 緑町二丁目
悠 （ゆう） 片桐　　豊 塩町
蓮　士（れんと） 本間　裕輝 学校町
澪 （みお） 増子　幸治 山辺里

荒川地区
ち　な 佐藤　陽祐 金屋
泰　良（たいら） 佐藤　　健 田島
心　咲（みさき） 磯部　豊和 佐々木

楓　助（ふうすけ） 小島　尚徳 下鍜冶屋
芽　那（めいな） 遠山　達也 藤沢
颯　希（さつき） 髙橋　慎司 藤沢

神林地区
翔　馬（しょうま） 阿部　直也 松沢
紗　 （々すず） 井関　和也 上助渕
優　那（ゆうな） 中山　智幸 殿岡
陽　太（ようた） 杉上　元太 葛籠山

朝日地区
和　歩（なごむ） 遠山　俊之 高根
皐 （さつき） 海沼　　智 関口
侑　樹（ゆうき） 中山　和樹 笹平
拳士郎（けんしろう） 遠山　寛大 高根
龍之介（りゅうのすけ）中島　　裕 高根
蒼　涼（そうすけ） 貝沼　仁志 堀野

山北地区
い　と 合田真里子 北中
暁　人（あきと） 圡田　正和 北黒川

村上地区
長　　三男	 82		 大月
小田　平一	 86		 肴町
池田　長作	 91		 門前
遠山　喜榮	 93		 瀬波上町
菅原　信子	 89		 岩船上町
富樫　忠也	 82		 杉原
藤山ハナイ	 94		 三之町
三須　　進	 68		 八日市
轡田　長統	 85		 肴町
太田　道夫	 61		 早川
佐藤　睦雄	 89		 岩船横新町
成田甲三郎	 92		 飯野三丁目
小林美代子	 59		 岩船上浜町
関　　市郎	 69		 羽黒町
伊藤　靜夫	 80		 山辺里
菅原スミ子	 88	 瀬波上町
渡邊サダエ	 92	 松山
佐藤　彰吾	 87	 新町
本荘　長弘	 84	 寺町
山中ミチ子	 95	 山居町一丁目
渡邉　則子	 60	 岩船地蔵町
齋藤　秋子	 80	 鍛冶町
志田　信次	 93	 杉原
川内　 子	 85	 袋
榎本　昭治	 89	 羽黒口
佐藤長次郎	 95	 上の山

中村ミドリ	 94	 久保多町
木村　モト	 94	 幸町
小田　　博	 79	 八日市
本荘　玲子	 84	 寺町

荒川地区
横山　富吉	 59	 藤沢
佐藤千代江	 88	 下鍜冶屋
石川　　宏	 87	 金屋
寺社　二三	 94	 坂町
佐藤　富夫	 85	 金屋
志村　助二	 83	 鳥屋
渡邊　ナヲ	 93	 大津
時田　快成	 52	 中野
塩谷　　豊	 52	 十文字
遠藤　昭子	 84	 山口

神林地区
平山ハルヨ	 97	 大塚
木村　碩司	 93	 平林
栗原　フヂ	 84		 山屋
尾方　謙松	 90	 桃川
佐藤　滿男	 84	 川部
櫻井　サイ	 89	 福田
奈良藳トミ	 99	 塩谷
近　　誠一	 65	 桃川
木村　勝一	 95	 山屋

寺澤　善子	 74	 七湊
木村ミツイ	 91	 山屋

朝日地区
富樫小次郎	 81	 早稲田
貝沼　ハナ	 95	 大場沢
鈴木　博義	 73	 中原
小池　キサ	 90	 黒田
富樫マサイ	 84	 早稲田
小池　重信	 72	 塩野町
富樫　恵子	 49		 本小須戸
本間ヨリ子	 54	 布部
斎藤シズ子	 96	 岩沢

山北地区
富樫　美保	 73	 大毎
鈴木　又雄	 80	 伊呉野
小林アイコ	 81	 岩石
斎藤　市助	 91	 越沢
斎藤　文一	 87	 寒川
板垣　勤一	 63	 杉平
富樫　キミ	 83	 大毎
菅𠩤　光子 84 勝木
佐藤　鐵男	 87	 府屋駅前通
佐藤義治郎	 90	 大毎


