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人口 29,665人（△29）　 32,234人（△22）　計61,899人（△51）　 22,963世帯（△9）人口と世帯数（８月１日現在）
（　　）内は前月比

※７月11日から８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 　
鈴木　日翔	 17		 緑町二丁目
漆間アキ子	 89		 大関
上村美枝子	 71		 岩船地蔵町
板垣　光雄	 85	 岩船縦新町
佐久間幸子	 73		 岩船上大町
佐々木金治郎	 88		 泉町
瀨賀　利三	 86		 鍛冶町
勝見　アサ	 82		 新町
佐藤　静雄	 68		 早川
川村　留吉	 94		 飯野三丁目
鈴木　松男	 64		 岩船三日市
佐藤　モト	 92		 大関
大西　安雄	 84		 山居町二丁目
前田　照子	 85		 塩町
川村　ミツ	 86		 三之町
小田奈美枝	 53		 山居町二丁目
工藤　正夫	 92		 八日市
藤山　　薰	 85		 新町
近藤　キク	 85	 四日市
布施　千代	 98	 岩船下大町
東海林春治	 85	 松山
佐藤　ナミ	 94	 鋳物師
江口　久雄	 82	 飯野桜ケ丘
髙橋　洋市	 74	 若葉町
川内　康夫	 87	 田端町

須貝　二郎	 86	 緑町二丁目
佐藤　ヨシ	 89	 岩船下浜町
小田タカ子	 94	 久保多町
中村　賢治	 48	 山辺里
菅　　末光	 84	 緑町一丁目
荒川地区 　
伴田　愛子	 68		 田島
伊藤　安夫	 84	 山口
武士俣敏子	 75	 坂町
苗木　正春	 91	 藤沢
小川喜與志	 61	 海老江
遠山テイ子	 91	 坂町駅前
志村國三郎	 90	 藤沢
山田　要一	 97	 坂町
大矢　直司	 65	 下鍜冶屋
佐藤　 夫	 89	 金屋
臼井　イチ	 96	 鳥屋
井上甲子太郎	 80	 春木山
小川喜代登	 96	 坂町駅前
田中　　勇	 79	 山口
髙橋　　功	 91	 名割
小川　喜逸	 85	 海老江
小池　伸吾	 59	 金屋
森川　セツ	 84	 荒島
神林地区 　
天井　　徹	 91		 七湊

木村ヨツイ	 99	 七湊
近　　　好	 87	 山田
佐久間新衛	 69	 塩谷
松本　　健	 70	 小岩内
齋藤　アヤ	 89		 山屋
田澤ヨウ子	 78	 北新保
朝日地区 　
菅原ひで子	 59	 上野
飯沼　虎雄	 91	 岩沢
大滝　時子	 83	 宮ノ下
遠山ミツル	 93	 高根
相馬　一 	 79	 高根
藤原ハルミ	 89	 小川
中山　ミセ	 94		 大須戸
石栗トム子	 75	 小川
谷井キノ子	 92	 下新保
井　幸一	 81	 猿沢
富樫モモエ	 82	 早稲田
山北地区 　
大滝　太作	 86	 下大鳥
富樫トキヱ	 88	 上大鳥
齋藤　繁昌	 79	 越沢
本間　長三	 69	 大谷沢
加茂　誠作	 84	 温出

村上地区 　　
ほのか		 伊藤　佳太	 山辺里
芽　唯	（めい）	 中島　賢志	 飯野三丁目
輝　空	（らいあ）	 増子　樹生	 田端町
淳　太	（じゅんた）	 橋本　　圭	 杉原
　鼓	 （つづみ）	 東山　明央	 飯野一丁目
壮　太	（そうた）	 小嶋　俊幸	 瀬波中町
琴　子	（ことこ）	 荻根沢季樹	 大欠
一　哲	（いってつ）	 近　　哲朗	 塩町
真　央	（まお）	 大串　　誠	 松原町二丁目
善　太	（ぜんた）	 佐藤　雅吏	 鍛冶町
夏　音	（かのん）	 大滝　　脩	 山辺里
　愛	 （いと）	 小林　岳史	 田端町
康　治	（やすはる）	 山脇　　崇	 羽黒町
荒川地区 　　
亮　智	（りと）	 森川　秀臣	 坂町

悠　太	（ゆうた）	 小嵜　　護	 坂町
理　斗	（りと）	 渡邉　健広	 坂町
望　結	（みゆ）	 大田　尚眞	 坂町駅前
神林地区 　　
よつ葉	（よつば）	 坂本　麻紀	 小出
逸　暉	（いつき）	 佐藤　崇文	 潟端
叶　愛	（とあ）	 木村　拓也	 牧目
朝日地区 　　
　唯	 （ゆい）	 今井　幸司	 朝日中野
七　海	（ななみ）	 本間　貴裕	 布部
瑛　茉	（えま）	 本間　唯斗	 中新保
　遼	 （りょう）	 吉川　　誠	 中原
悠　眞	（はるま）	 佐藤　翔太	 あけぼの
寿　乙	（こと）	 佐藤　未来	 石住
莉　子	（りこ）	 大田　哲也	 黒田




