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村上地区
律　斗（りつと）	 堀田　俊雄	 上町
結　菜（ゆいな）	 和田　隆史	 瀬波上町
泰　知（たいち）	 大関　裕也	 飯野西
快　成（かいせい）	 鈴木　伸也	 肴町
大　悟（だいご）	 川内　　悟	 鋳物師
碧　晴（あおは）	 沢井　賢吾	 大月
糸　絵（しえ）	 中村　剛之	 塩町
瑞　己（みずき）	 佐藤　信之	 二之町
瑠　花（るか）	 伴田　　渉	 岩船岸見寺町
彩　音（あやね）	 永井　克明	 三之町
　樹　（いつき）	 小田浩太朗	 南町二丁目

荒川地区
あやみ	 室本　隼人	 坂町駅前
泰　知（たいち）	 長野　慶彦	 荒島
奏　乃（ことの）	 横井　厚	 坂町
　葵　（あおい）	 小島　優	 山口
ま　れ	 井口　将希	 荒島

神林地区
瑛　太（えいた）	 川﨑　祐也	 北新保

朝日地区
朱　優（しゅう）	 小柳　翔太	 朝日中野
　凛　（りん）	 相馬　庸平	 高根

村上地区
川村キミエ	 86	 下山田
石井　久三	 75	 飯野一丁目
稲 　謙次	 89	 久保多町
若林　久德	 89	 二之町
松岡　正明	 75	 塩町
渡邉眞由美	 63	 岩船上町
瀨賀　正雄	 90	 堀片
齋藤　ハナ	 85	 八日市
山下ミキイ	 95	 上の山
石河　ミイ	 82	 松原町二丁目
佐藤　スギ	 95	 大関
吉川　雄次	 73	 泉町
髙橋　順一	 64	 日下
鈴木利津子	 70	 杉原
伊藤キノヱ	 93	 三面
齋藤　ハル	 92	 羽黒町
阿部　イチ	 96	 滝の前
成田　　時	 96	 久保多町
杉浦　耕悦	 70	 仲間町
小池　　隆	 17	 飯野西
齋藤　キミ	 100	 松原町一丁目
菅原　ミコ	 82	 学校町
鈴木八五男	 80	 岩船下浜町
小池　マキ	 82	 緑町四丁目
原　明子	 79	 野潟

大滝　清二	 88	 田端町
小田　トイ	 81	 肴町

太田　 子	 92	 早川
井東　浩行	 57	 山居町一丁目

荒川地区
中川ナツ子	 79	 坂町
小林　幸子	 57	 坂町
髙橋　哲夫	 94	 名割
鈴木　信一	 88	 長政
冨樫　英明	 61	 切田
室本　寅夫	 82	 荒屋
古田　　清	 92	 金屋
髙橋　ミヨ	 100	 佐々木
磯部　悦子	 90	 坂町

神林地区
寺澤　百合	 98	 七湊
南間イクヨ	 98	 松沢
田中カツヨ	 78	 宿田
石田　　誠	 63	 牛屋
松村　ヤチ	 81	 山田
岸　　俊一	 82	 長松
小池ミヨコ	 74	 葛籠山

朝日地区
横井　惠子	 80	 下新保
鈴木　善藏	 95	 猿沢
長谷部　洯	 80	 小川
志田　キミ	 89	 大須戸

小田　　廣	 65	 下新保
横山　サツ	 92	 関口
木村　正夫	 84	 中原
遠山　喜樹	 93	 高根
熊倉　三枝	 96	 下新保
牛腸　長司	 88	 朝日中野
髙橋　 子	 90	 猿沢
青山　秀雄	 71	 岩崩
髙橋　一士	 83	 千縄
中山　甚一	 71	 大須戸

山北地区
斎藤　タミ	 93	 越沢
佐藤　光人	 65	 中津原
富樫　ハツ	 85	 朴平
齋藤　保夫	 86	 越沢
平方　クニ	 97	 岩石
渡辺喜久次	 79	 脇川
齋藤ハツイ	 91	 下大鳥
小林仁一郎	 84	 中津原
原ナゝ子	 89	 塔下
斎藤　　榮	 70	 勝木
富樫　久彌	 89	 寝屋
加藤三千雄	 76	 大毎

※６月11日から７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

人口と世帯数（7月１日現在）
（　　）内は前月比 人口 29,079人（△38） 31,647人（△55） 計60,726人（△93） 22,853世帯（△13）


