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村上地区
律（りつ）	 中山　圭介	 塩町
莉彩（りあ）	 松浦　健太	 山辺里
優空（ゆあ）	 間庭　圭一	 山居町二丁目
結織（ゆうり）	 室橋　竜馬	 田端町
雪珠（ゆきみ）	 鈴木　幹彦	 岩船横新町
莉凰（りお）	 中川　繁輝	 泉町
淳太（じゅんた）	 杉本　裕希	 久保多町
佑愛（ゆあ）	 室橋　修	 塩町
步香（ほのか）	 阿部　晋也	 瀬波上町

荒川地区
湊斗（みなと）	 佐藤　健世	 坂町
心珀（こはく）	 長　幹也	 切田
華乃（かの）	 奥山　貴志	 佐々木

大河（たいが）	 近藤　竜	 大津
奏裕（そうすけ）	 大畑　政裕	 下鍜冶屋

神林地区
翔真（とうま）	 齋藤　拓真	 上助渕
阿呼（あこ）	 板垣　直之	 殿岡
充樹（みつき）	 佐藤　正和	 福田
叶翔（かなと）	 田島　彩人	 岩船駅前

朝日地区
優衣（ゆい）	 石栗　知幸	 小川
彪我（ひゅうが）	 阿部　奈央	 上野
湊大（そうた）	 石田　舜	 古渡路

村上地区
青山　ノブ	 91	 岩船縦新町
工藤　美奈子	 61	 八日市
伊與部トシミ	 84	 肴町
相馬　武	 84	 吉浦
貝沼　さおり	 49	 山辺里
近藤　勇一	 86	 小町
濱名　百代	 93	 久保多町
中島　ぢう	 90	 緑町一丁目
髙橋　正雄	 71	 緑町一丁目
上村　猛	 79	 松山
横山　義信	 66	 羽下ケ渕
寛座　キヨ	 91	 飯野三丁目
栗山　長一郎	 82	 庄内町
坂川　俊三	 89	 杉原
佐藤　ミイ	 89	 天神岡
村山　愼一郎	 85	 八日市
長谷川　サイ	 93	 庄内町
平原　秀雄	 88	 大欠
津島　勝	 80	 岩船上大町
益田　美和	 96	 塩町
熊田　春	 90	 新町
田澤　 子	 86	 天神岡
工藤　和規	 69	 八日市
中屋　善貴	 25	 肴町
姫路　長藏	 93	 学校町
佐藤　ミヨ	 95	 柏尾
佐川　静太郎	 92	 飯野一丁目
勝見　登喜子	 83	 山居町一丁目
貝沼　栄次	 72	 久保多町

荒川地区
近藤　千枝	 69	 金屋
宮嶋　艶子	 83	 大津
岩本　良空	 73	 大津
小林　隆平	 70	 大津
金子　等	 93	 藤沢
能見　信一	 71	 大津
菅井　昭二	 74	 金屋
渡辺　義一	 83	 大津
松本　勇	 95	 佐々木
近藤　利男	 70	 金屋
松田　克広	 53	 野口
遠山　ヒノ	 102	 海老江
加藤　正二	 86	 梨木
森山　隆	 82	 山口
近　秋一	 82	 春木山

神林地区
磯部　正彦	 78	 七湊
板垣　フミイ	 86	 殿岡
内山　ミヨ	 92	 桃川
櫻井　ツヤ	 81	 福田
中山　 雄	 96	 里本庄
大矢　ハツノ	 93	 南大平
横山　賢一	 58	 下助渕
鈴木　久彌	 85	 殿岡
佐藤　今男	 84	 桃川
小池　 雄	 79	 葛籠山
佐藤　延吉	 85	 塩谷
大矢　啓次	 91	 南大平
長柄　高	 92	 新飯田
増田　セキ	 89	 牧目
小田　キミ	 89	 湯ノ沢

阿部　熊雄	 98	 松沢
須貝　トク	 94	 指合

朝日地区
板垣　德美	 88	 荒沢
小田　慶	 98	 関口
齋藤　喜久子	 89	 小揚
佐藤　トリ	 87	 猿田
斎藤　ユリ子	 93	 岩沢
富樫　榮	 89	 本小須戸
太田　ミヨシ	 95	 檜原
鈴木　ツギ	 104	 中原
遠山　久作	 91	 高根
佐藤　久也	 89	 蒲萄
菅井　鐵雄	 90	 新屋
鈴木　信夫	 84	 猿沢
増子　トミ	 86	 早稲田
青山　善一	 76	 岩崩
貝沼　一明	 75	 新屋
板垣　三雄	 84	 上中島
本間　孝子	 69	 熊登
横山　ハルイ	 85	 関口
富樫　正吉	 88	 早稲田
黒澤　重夫	 97	 黒田

山北地区
鈴木　クニ	 89	 脇川
佐藤　 太郎	 90	 大毎
佐藤　千秋	 71	 小俣
本間　一枝	 85	 桑川
富樫　由紀夫	 63	 寝屋
板垣　昇	 96	 大毎

※12月11日から１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（１月1日現在）
（　　）内は前月比 人口 28,377人（△40）� 30,862人（△36）� 計59,239人（△76）� 22,692世帯（△14）


