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総合計

平　均

   

　　０ 　　１８３ 　　１６７ 　　３５０

　　１ 　　１８２ 　　１６５ 　　３４７

　　２ 　　２０１ 　　２１８ 　　４１９

　　３ 　　１６１ 　　１７８ 　　３３９

　　４ 　　１９２ 　　１５７ 　　３４９

　　５ 　　１７６ 　　１７６ 　　３５２

　　６ 　　１８７ 　　１６４ 　　３５１

　　７ 　　１８２ 　　１４２ 　　３２４

　　８ 　　１７９ 　　１８３ 　　３６２

　　９ 　　１９９ 　　１９８ 　　３９７

　１０ 　　１８７ 　　１９２ 　　３７９

　１１ 　　１８５ 　　１４６ 　　３３１

　１２ 　　１８８ 　　１７３ 　　３６１

　１３ 　　１７９ 　　１８２ 　　３６１

　１４ 　　１７８ 　　１３９ 　　３１７

　１５ 　　１６１ 　　１６１ 　　３２２

　１６ 　　１５６ 　　１５８ 　　３１４

　１７ 　　１７６ 　　１３９ 　　３１５

　１８ 　　１４２ 　　１５６ 　　２９８

　１９ 　　１４３ 　　１６９ 　　３１２

　２０ 　　１６９ 　　１４０ 　　３０９

　２１ 　　１７１ 　　１６２ 　　３３３

　２２ 　　１８３ 　　１８８ 　　３７１

　２３ 　　１６１ 　　１６４ 　　３２５

　２４ 　　１７１ 　　１９３ 　　３６４

　２５ 　　１９８ 　　１９６ 　　３９４

　２６ 　　２０９ 　　２０８ 　　４１７

　２７ 　　２１４ 　　２１６ 　　４３０

　２８ 　　２１１ 　　２２０ 　　４３１

　２９ 　　２７３ 　　２７０ 　　５４３

　３０ 　　２７７ 　　２７８ 　　５５５

　３１ 　　２６９ 　　２６９ 　　５３８

　３２ 　　２７２ 　　２６２ 　　５３４

　３３ 　　３０５ 　　２８６ 　　５９１

　３４ 　　２７１ 　　２８１ 　　５５２

　３５ 　　２６４ 　　２７０ 　　５３４

　３６ 　　２６３ 　　２３４ 　　４９７

　３７ 　　２３２ 　　２４３ 　　４７５

　３８ 　　２１９ 　　２２９ 　　４４８

　３９ 　　２７０ 　　２２７ 　　４９７

　４０ 　　１９８ 　　１８６ 　　３８４

　４１ 　　１９８ 　　２２８ 　　４２６

　４２ 　　１７９ 　　１９１ 　　３７０

　４３ 　　１６７ 　　２０１ 　　３６８

　４４ 　　１８５ 　　１６７ 　　３５２

　４５ 　　２１３ 　　２１３ 　　４２６

　４６ 　　２０５ 　　１８５ 　　３９０

　４７ 　　１６３ 　　１８７ 　　３５０

　４８ 　　２００ 　　１６５ 　　３６５

　４９ 　　１８３ 　　１５３ 　　３３６

　５０ 　　１８１ 　　１６９ 　　３５０

　５１ 　　１６６ 　　１８３ 　　３４９

　５２ 　　２２３ 　　１９４ 　　４１７

　５３ 　　２３０ 　　２１６ 　　４４６

　５４ 　　１９５ 　　２５９ 　　４５４

　５５ 　　２５５ 　　２４２ 　　４９７

　５６ 　　２２０ 　　２５５ 　　４７５

　５７ 　　２７２ 　　２４４ 　　５１６

　５８ 　　２６４ 　　２５４ 　　５１８

　５９ 　　２４８ 　　２７３ 　　５２１

　６０ 　　１４７ 　　１５０ 　　２９７

　６１ 　　１４４ 　　１４２ 　　２８６

　６２ 　　１９２ 　　２０５ 　　３９７

　６３ 　　１８２ 　　１９７ 　　３７９

　６４ 　　１６７ 　　１６９ 　　３３６

　６５ 　　１７９ 　　１８５ 　　３６４

　６６ 　　１５６ 　　１８３ 　　３３９

　６７ 　　１３３ 　　１５３ 　　２８６

　６８ 　　１３１ 　　１５５ 　　２８６

　６９ 　　１１６ 　　１３５ 　　２５１

　７０ 　　１１３ 　　１４６ 　　２５９

　７１ 　　１１７ 　　１３０ 　　２４７

　７２ 　　　９８ 　　１４９ 　　２４７

　７３ 　　１２５ 　　１２３ 　　２４８

　７４ 　　　９７ 　　１２９ 　　２２６

　７５ 　　１０２ 　　１２５ 　　２２７

　７６ 　　　７４ 　　１２８ 　　２０２

　７７ 　　　８３ 　　１１３ 　　１９６

　７８ 　　　８５ 　　１２２ 　　２０７

　７９ 　　　７４ 　　１１７ 　　１９１

　８０ 　　　６１ 　　　９４ 　　１５５

　８１ 　　　５５ 　　１１２ 　　１６７

　８２ 　　　５６ 　　　９１ 　　１４７

　８３ 　　　３４ 　　　７３ 　　１０７

　８４ 　　　４０ 　　　７６ 　　１１６

　８５ 　　　３２ 　　　７０ 　　１０２

　８６ 　　　２４ 　　　７０ 　　　９４

　８７ 　　　２１ 　　　４７ 　　　６８

　８８ 　　　１６ 　　　４２ 　　　５８

　８９ 　　　　６ 　　　４７ 　　　５３

　９０ 　　　　８ 　　　３３ 　　　４１

　９１ 　　　１６ 　　　３２ 　　　４８

　９２ 　　　　７ 　　　２１ 　　　２８

　９３ 　　　　３ 　　　１４ 　　　１７

　９４ 　　　　４ 　　　２３ 　　　２７

　９５ 　　　　２ 　　　２６ 　　　２８

　９６ 　　　　２ 　　　１３ 　　　１５

　９７ 　　　　１ 　　　　４ 　　　　５

　９８ 　　　　１ 　　　　７ 　　　　８

　９９ 　　　　１ 　　　　４ 　　　　５

１００ 　　　　３ 　　　　３

１０１ 　　　　３ 　　　　３

１０２ 　　　　１ 　　　　１

１０３

１０４ 　　　　１ 　　　　１

１０５

１０６

１０７

１０８

１０９

１１０

１１１

１１２

１１３

１１４

１１５

１１６

１１７

１１８

１１９

　１５１９０　１５９２６　３１１１６

　　　　３８　　　　４１　　　　３９

年齢算出基準日：平成１８年１０月３１日


