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人口 30,167人（△12）　 32,755人（△43）　計62,922人（△55）　 23,048世帯（18）人口と世帯数（10月１日現在）
（　　）内は前月比

※９月11日から10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
琳太郎（りんたろう）武内　　奨 緑町一丁目
浬 （かいり） 関口　翔太 瀬波中町
歩　佳（あゆか） 山本　　洋 新町
心　結（こころ） 小池　和彦 瀬波温泉二丁目
帆　蘭（ほのか） 田鹿　幸彦 瀬波温泉二丁目
凛　奏（りんか） 南保　祐哉 庄内町
凜　太（りんた） 菅原　　保 塩町
海　李（かいり） 小田　祥太 大関
陽　斗（ひろと） 渡部貴美彦 大欠
陽　真（はるま） 阿部　　治 久保多町
智　也（ともや） 長谷川　満 寺町
昴 （すばる） 佐藤　　倫 飯野三丁目
悠　寛（はるちか） 小池　　洋 杉原
蓮 （れん） 伊藤直由紀 肴町
佳　穂（かほ） 今井　一馬 下相川
聖　凪（せな） 東　　梓薫 松山
苺　果（まいか） 橋本　翔太 大欠
翔　太（しょうた） 佐藤　　充 塩町

荒川地区
惺　久（さく） 遠山奈穂子 坂町
翔　大（しょうた） 飯田　崇信 藤沢
優 （ゆう） 髙野　大輝 佐々木
陽 （ひかり） 渡邉　　俊 藤沢

神林地区
心　椛（このか） 矢田　久智 葛籠山
花 （はな） 平山　俊彰 七湊
由　梨（ゆり） 内山　　武 上助渕

朝日地区
稜　偉（ろい） 中山　樹雄 大須戸
想　奈（そな） 樋口　哲郎 千縄
美　羽（みはね） 髙橋　太輝 布部

山北地区
朱　梨（あかり） 藤原　利行 寒川
陽菜乃（ひなの） 嶋村　竹弘 寝屋
知　瑛（ちあき） 久住　裕樹 堀ノ内

村上地区 　
明田川義郎	 78		 山居町一丁目
髙橋　長八	 94		 長井町
髙橋　キヨ	 91		 松原町三丁目
本間　武男	 83		 松原町三丁目
滝波　ノブ	 90		 塩町
山脇美智子	 83		 山居町二丁目
川村　敏子	 78		 若葉町
山﨑　良子	 83		 吉浦
加藤　ツル	 100		 塩町
澤渡純一郎	 86		 山辺里
小田　和人	 45		 塩町
佐藤　　誠	 71		 羽黒町
平野　ツヤ	 90		 片町
佐藤　イシ	 101		 瀬波中町
小林　昭三	 88		 岩船上浜町
岸　　　玲	 87		 飯野一丁目
鍋倉　トイ	 94		 大関
小坂　助一	 92		 上片町
平山　雪子	 92		 緑町一丁目
藤井十九雄	 74	 岩船三日市
松井　恒一	 87	 二之町

荒川地区 　
木村シヨウ	 89		 荒川松山
佐藤榮二郎	 88	 藤沢
勝山　キン	 87	 坂町
阿部兵榮門	 79	 大津

平田　　健	 74	 荒島
渡邉　 雄	 83	 羽ヶ榎
細谷　レエ	 90	 坂町

神林地区 　
田村　ヤマ	 87	 塩谷
平山　　正	 81	 七湊
管原　和子	 81		 松喜和
内山　セツ	 84	 桃川
本間　トミ	 78	 塩谷
本間　冨造	 88	 小出
鈴木　時子	 84	 上助渕
長谷川　勲	 72	 塩谷
杉上　マキ	 87	 葛籠山
野澤　優子	 23	 塩谷
木村　敬一	 89	 山屋
川口　イツ	 97	 塩谷
大宅満壽江	 92	 南田中
木村　和子	 87	 平林

朝日地区 　
横山　平八	 94	 関口
宮村モモヨ	 92	 朝日中野
齋藤　　勲	 91	 新屋
松田セツ子	 80	 黒田
中山　　新	 66	 大須戸
齊藤　ミネ	 93	 岩沢
齋藤トミ子	 88		 小揚

小田　寛一	 87	 猿沢
小田彌惣一	 87	 塩野町
板垣　尚栄	 63	 高根
佐藤　想市	 66	 関口
小田　キセ	 94	 布部
貝沼　富江	 84	 大場沢
斎藤　厚生	 77	 黒田
齋藤シゲ子	 87	 猿沢
島田金一郎	 80	 下新保

山北地区 　
平方サヨ子	 88	 岩石
本間　ヒサ	 92	 桑川
佐藤　ヨシ	 86	 遅郷
和田　公一	 67	 浜新保
富樫　サト	 98	 寝屋
本間　末吉	 75	 鵜泊
佐藤ユキコ	 100	 下大蔵
本間トシ子	 95	 浜新保
齋藤ノリ子	 78	 越沢
本間喜巳雄	 84	 遠矢崎
菅原　安吉	 89	 塔下
小田　孔子	 88	 堀ノ内
大滝惠志男	 92	 大代
本間トモ子	 94	 堀ノ内
齋藤喜久江	 86	 北黒川
原時太郎	 94	 中継




