
平成１９年１０月　１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 　　１７８ 　　１６２ 　　３４０

　　１ 　　１９２ 　　１７３ 　　３６５

　　２ 　　１９０ 　　１６５ 　　３５５

　　３ 　　２００ 　　２１５ 　　４１５

　　４ 　　１６９ 　　１７９ 　　３４８

　　５ 　　１７８ 　　１４９ 　　３２７

　　６ 　　１８６ 　　１７６ 　　３６２

　　７ 　　１８９ 　　１５９ 　　３４８

　　８ 　　１８４ 　　１４７ 　　３３１

　　９ 　　１７９ 　　１９４ 　　３７３

　１０ 　　２００ 　　１９１ 　　３９１

　１１ 　　１９４ 　　１８２ 　　３７６

　１２ 　　１９１ 　　１５４ 　　３４５

　１３ 　　１８０ 　　１７０ 　　３５０

　１４ 　　１７４ 　　１８３ 　　３５７

　１５ 　　１７２ 　　１４１ 　　３１３

　１６ 　　１５３ 　　１６２ 　　３１５

　１７ 　　１６４ 　　１５８ 　　３２２

　１８ 　　１７２ 　　１３３ 　　３０５

　１９ 　　１２８ 　　１５２ 　　２８０

　２０ 　　１３４ 　　１７９ 　　３１３

　２１ 　　１７０ 　　１５０ 　　３２０

　２２ 　　１７３ 　　１５９ 　　３３２

　２３ 　　１８６ 　　１８４ 　　３７０

　２４ 　　１５９ 　　１７３ 　　３３２

　２５ 　　１８７ 　　２０２ 　　３８９

　２６ 　　２０２ 　　２０８ 　　４１０

　２７ 　　２１５ 　　２１０ 　　４２５

　２８ 　　２１７ 　　２２６ 　　４４３

　２９ 　　２１５ 　　２４０ 　　４５５

　３０ 　　２７５ 　　２５６ 　　５３１

　３１ 　　２９０ 　　２６３ 　　５５３

　３２ 　　２６３ 　　２７５ 　　５３８

　３３ 　　２６４ 　　２６２ 　　５２６

　３４ 　　３０３ 　　２９１ 　　５９４

　３５ 　　２７８ 　　２８４ 　　５６２

　３６ 　　２７３ 　　２７１ 　　５４４

　３７ 　　２６９ 　　２３７ 　　５０６

　３８ 　　２４０ 　　２４３ 　　４８３

　３９ 　　２３５ 　　２４１ 　　４７６

　４０ 　　２５３ 　　２２４ 　　４７７

　４１ 　　１９９ 　　１８３ 　　３８２

　４２ 　　１８８ 　　２１９ 　　４０７

　４３ 　　１８０ 　　１８４ 　　３６４

　４４ 　　１７４ 　　２０５ 　　３７９

　４５ 　　１８４ 　　１７５ 　　３５９

　４６ 　　２１５ 　　２０５ 　　４２０

　４７ 　　２０４ 　　２００ 　　４０４

　４８ 　　１６２ 　　１８１ 　　３４３

　４９ 　　２００ 　　１６９ 　　３６９

　５０ 　　１８３ 　　１５６ 　　３３９

　５１ 　　１８０ 　　１６９ 　　３４９

　５２ 　　１７４ 　　１９６ 　　３７０

　５３ 　　２１７ 　　１９５ 　　４１２

　５４ 　　２２４ 　　２１２ 　　４３６

　５５ 　　２１０ 　　２５１ 　　４６１

　５６ 　　２４６ 　　２４６ 　　４９２

　５７ 　　２２６ 　　２６２ 　　４８８

　５８ 　　２６６ 　　２４３ 　　５０９

　５９ 　　２６８ 　　２５８ 　　５２６

　６０ 　　２３６ 　　２７１ 　　５０７

　６１ 　　１３９ 　　１４４ 　　２８３

　６２ 　　１４８ 　　１４４ 　　２９２

　６３ 　　２０１ 　　２０２ 　　４０３

　６４ 　　１８１ 　　１９６ 　　３７７

　６５ 　　１５９ 　　１７１ 　　３３０

　６６ 　　１７９ 　　１８９ 　　３６８

　６７ 　　１４７ 　　１７８ 　　３２５

　６８ 　　１３７ 　　１５４ 　　２９１

　６９ 　　１２７ 　　１５０ 　　２７７

　７０ 　　１１３ 　　１３７ 　　２５０

　７１ 　　１１４ 　　１４２ 　　２５６

　７２ 　　１１２ 　　１３２ 　　２４４

　７３ 　　１０２ 　　１４４ 　　２４６

　７４ 　　１１４ 　　１２１ 　　２３５

　７５ 　　１００ 　　１２６ 　　２２６

　７６ 　　　９２ 　　１２７ 　　２１９

　７７ 　　　７２ 　　１２７ 　　１９９

　７８ 　　　８０ 　　１１０ 　　１９０

　７９ 　　　７２ 　　１２２ 　　１９４

　８０ 　　　７４ 　　１１０ 　　１８４

　８１ 　　　５２ 　　　８６ 　　１３８

　８２ 　　　５２ 　　１０５ 　　１５７

　８３ 　　　５１ 　　　９４ 　　１４５

　８４ 　　　３１ 　　　７２ 　　１０３

　８５ 　　　３１ 　　　７１ 　　１０２

　８６ 　　　２１ 　　　６０ 　　　８１

　８７ 　　　１７ 　　　６８ 　　　８５

　８８ 　　　２２ 　　　４５ 　　　６７

　８９ 　　　１１ 　　　３９ 　　　５０

　９０ 　　　　６ 　　　４５ 　　　５１

　９１ 　　　　７ 　　　３０ 　　　３７

　９２ 　　　１１ 　　　２６ 　　　３７

　９３ 　　　　７ 　　　１５ 　　　２２

　９４ 　　　　１ 　　　１５ 　　　１６

　９５ 　　　　３ 　　　２０ 　　　２３

　９６ 　　　　３ 　　　２３ 　　　２６

　９７ 　　　　１ 　　　　９ 　　　１０

　９８ 　　　　１ 　　　　４ 　　　　５

　９９ 　　　　１ 　　　　７ 　　　　８

１００ 　　　　１ 　　　　３ 　　　　４

１０１ 　　　　３ 　　　　３

１０２ 　　　　３ 　　　　３

１０３

１０４

１０５ 　　　　１ 　　　　１

１０６

１０７

１０８

１０９

１１０

１１１

１１２

１１３

１１４

１１５

１１６

１１７

１１８

１１９

　１５３０３　１６０７３　３１３７６

　　　　３８　　　　４１　　　　４０

年齢算出基準日：平成１９年　９月３０日


