
平成１９年　４月　２日処理
年　齢　別　人　口　統　計

年 齢 男 女 計 年 齢 男 女 計 年 齢 男 女 計 年 齢 男 女 計

総合計

平　均

 

　　０ 　　１８４ 　　１７９ 　　３６３

　　１ 　　１８６ 　　１６５ 　　３５１

　　２ 　　２０１ 　　１８０ 　　３８１

　　３ 　　１７４ 　　２０５ 　　３７９

　　４ 　　１８９ 　　１６４ 　　３５３

　　５ 　　１６４ 　　１６０ 　　３２４

　　６ 　　１９０ 　　１８６ 　　３７６

　　７ 　　１９８ 　　１４７ 　　３４５

　　８ 　　１７７ 　　１６４ 　　３４１

　　９ 　　１８５ 　　１９５ 　　３８０

　１０ 　　２０３ 　　１９２ 　　３９５

　１１ 　　１９６ 　　１５７ 　　３５３

　１２ 　　１８４ 　　１７６ 　　３６０

　１３ 　　１６２ 　　１８０ 　　３４２

　１４ 　　１７８ 　　１５０ 　　３２８

　１５ 　　１７７ 　　１４４ 　　３２１

　１６ 　　１５０ 　　１５６ 　　３０６

　１７ 　　１６７ 　　１６１ 　　３２８

　１８ 　　１６１ 　　１４１ 　　３０２

　１９ 　　１３３ 　　１７２ 　　３０５

　２０ 　　１６３ 　　１４１ 　　３０４

　２１ 　　１５７ 　　１４６ 　　３０３

　２２ 　　１８４ 　　１９９ 　　３８３

　２３ 　　１８６ 　　１５８ 　　３４４

　２４ 　　１５３ 　　１７３ 　　３２６

　２５ 　　１９９ 　　２２７ 　　４２６

　２６ 　　２０９ 　　１９６ 　　４０５

　２７ 　　２０５ 　　２１６ 　　４２１

　２８ 　　２１３ 　　２２８ 　　４４１

　２９ 　　２４５ 　　２５３ 　　４９８

　３０ 　　２８１ 　　２６５ 　　５４６

　３１ 　　２６６ 　　２５６ 　　５２２

　３２ 　　２７５ 　　２７４ 　　５４９

　３３ 　　２８２ 　　２８６ 　　５６８

　３４ 　　２９８ 　　２６６ 　　５６４

　３５ 　　２８５ 　　２８５ 　　５７０

　３６ 　　２７６ 　　２５６ 　　５３２

　３７ 　　２２８ 　　２４８ 　　４７６

　３８ 　　２４０ 　　２３２ 　　４７２

　３９ 　　２４８ 　　２３３ 　　４８１

　４０ 　　２２１ 　　１９３ 　　４１４

　４１ 　　２０７ 　　２２２ 　　４２９

　４２ 　　１８０ 　　１９４ 　　３７４

　４３ 　　１６４ 　　１９２ 　　３５６

　４４ 　　１８３ 　　１７６ 　　３５９

　４５ 　　２０２ 　　１９１ 　　３９３

　４６ 　　２１２ 　　２１５ 　　４２７

　４７ 　　１８０ 　　１７７ 　　３５７

　４８ 　　１７８ 　　１７２ 　　３５０

　４９ 　　１７８ 　　１４５ 　　３２３

　５０ 　　１８９ 　　１８５ 　　３７４

　５１ 　　１７０ 　　１６０ 　　３３０

　５２ 　　２１２ 　　１９０ 　　４０２

　５３ 　　２１８ 　　２１７ 　　４３５

　５４ 　　２０６ 　　２３８ 　　４４４

　５５ 　　２２１ 　　２４２ 　　４６３

　５６ 　　２４３ 　　２４６ 　　４８９

　５７ 　　２５２ 　　２６３ 　　５１５

　５８ 　　２５６ 　　２４６ 　　５０２

　５９ 　　２７０ 　　２６８ 　　５３８

　６０ 　　２００ 　　２１２ 　　４１２

　６１ 　　１３２ 　　１３６ 　　２６８

　６２ 　　１６３ 　　１８８ 　　３５１

　６３ 　　１８５ 　　１８６ 　　３７１

　６４ 　　１６７ 　　１６９ 　　３３６

　６５ 　　１７１ 　　１８７ 　　３５８

　６６ 　　１６７ 　　１８５ 　　３５２

　６７ 　　１３６ 　　１６６ 　　３０２

　６８ 　　１３５ 　　１４９ 　　２８４

　６９ 　　１２６ 　　１４０ 　　２６６

　７０ 　　１１０ 　　１４８ 　　２５８

　７１ 　　１２７ 　　１３２ 　　２５９

　７２ 　　１０２ 　　１３４ 　　２３６

　７３ 　　１１５ 　　１３５ 　　２５０

　７４ 　　１０５ 　　１２０ 　　２２５

　７５ 　　　９５ 　　１３９ 　　２３４

　７６ 　　　９０ 　　１３１ 　　２２１

　７７ 　　　６８ 　　１０７ 　　１７５

　７８ 　　　８６ 　　１１５ 　　２０１

　７９ 　　　８６ 　　１２７ 　　２１３

　８０ 　　　６１ 　　１０３ 　　１６４

　８１ 　　　５７ 　　　９５ 　　１５２

　８２ 　　　４８ 　　　９９ 　　１４７

　８３ 　　　４７ 　　　９０ 　　１３７

　８４ 　　　３５ 　　　６９ 　　１０４

　８５ 　　　３５ 　　　７１ 　　１０６

　８６ 　　　１７ 　　　６９ 　　　８６

　８７ 　　　２４ 　　　６６ 　　　９０

　８８ 　　　２０ 　　　３６ 　　　５６

　８９ 　　　　９ 　　　４４ 　　　５３

　９０ 　　　　６ 　　　４０ 　　　４６

　９１ 　　　１０ 　　　３５ 　　　４５

　９２ 　　　　６ 　　　２０ 　　　２６

　９３ 　　　　９ 　　　１８ 　　　２７

　９４ 　　　　３ 　　　１４ 　　　１７

　９５ 　　　　４ 　　　２６ 　　　３０

　９６ 　　　　３ 　　　１９ 　　　２２

　９７ 　　　　１ 　　　　７ 　　　　８

　９８ 　　　　１ 　　　　６ 　　　　７

　９９ 　　　　４ 　　　　４

１００ 　　　　１ 　　　　２ 　　　　３

１０１ 　　　　５ 　　　　５

１０２ 　　　　１ 　　　　１

１０３

１０４ 　　　　１ 　　　　１

１０５

１０６

１０７

１０８

１０９

１１０

１１１

１１２

１１３

１１４

１１５

１１６

１１７

１１８

１１９

　１５２５８　１５９８９　３１２４７

　　　　３８　　　　４１　　　　４０

年齢算出基準日：平成１９年　３月３１日


