
男子読みベスト１０ 

令和元年度 平成３０年度 

順位 読み 人数 漢字種類 順位 読み 人数 漢字種類 

１ ハルト 46人 29種 １ ハルト 51人 28種 

２ ユウト 37人 26種 ２ ユウト 43人 21種 

３ ソウタ 34人 16種 ３ 

 

ソウタ 35人 

 

15種 

４ ハルキ 31人 24種 ハルキ 27種 

５ ミナト 29人 9種 ５ ヒロト 34人 22種 

６ ユイト 28人 12種 ６ ソウスケ 33人 19種 

７ イツキ 27人 11種 ７ ミナト 31人 10種 

ソウマ 14種 ８ アオイ 28人 

 

15種 

リク 19種 コウキ 24種 

１０ 

 

カナタ 26人 13種 １０ ハヤト 26人 14種 

コウキ 21種  

男子出生数２３２４人 読み方６９２種類  

 

女子読みベスト１０ 

令和元年度 平成３０年度 

順位 読み 人数 漢字種類 順位 読み 人数 漢字種類 

１ ホノカ 36人 20種 １ ユイ 32人 15種 

２ エマ 34人 19種 ２ アカリ 31人 14種 

３ アカリ 31人 18種 ３ 

 

アオイ 30人 

 

15種 

４ ユイ 30人 13種 サクラ 10種 

５ メイ 29人 12種 ５ ツムギ 29人  9種 

６ コハル 25人 12種 ６ ハナ 28人 13種 

７ アオイ 24人 9種 ７ エマ 27人 15種 

サナ 15種 ８ ホノカ 26人 19種 

サラ 18種 ９ ヒナ 24人 11種 

ハナ 14種 メイ 13種 

女子出生数２２４５人 読み方５９７種類  

※人数が同じ場合は５０音順に表記 



男子漢字ベスト１０ 

令和元年度 平成３０年度 

順 漢字 読み 人数 順 漢字 読み 人数 

１ 蓮 ﾚﾝ 17人 １ 蓮 ﾚﾝ 17人 

２ 樹 ｲﾂｷ､ﾀﾂｷ 16人 ２ 新 ｱﾗﾀ､ｼﾝ 14人 

３ 新 ｱﾗﾀ 11人 ３ 大翔 ﾋﾛﾄ、ﾔﾏﾄ、ﾊﾙﾄ、ﾀｲｶﾞ 13人 

湊 ﾐﾅﾄ 律 ﾘﾂ 

悠真 ﾕｳﾏ､ﾊﾙﾏ ５ 

 

航 ﾜﾀﾙ、ｺｳ 12人 

 ６ 悠斗 ﾕｳﾄ､ﾊﾙﾄ 10人 樹 ｲﾂｷ、ﾀﾂｷ 

陽向 ﾋﾅﾀ ７ 悠真 ﾕｳﾏ、ﾊﾙﾏ 11人 

律 ﾘﾂ ８ 蒼 ｿｳ、ｱｵｲ、ｱｵ 10人 

９ 奏太 ｶﾅﾀ､ｿｳﾀ 9人 朝陽 ｱｻﾋ 

湊斗 ﾐﾅﾄ 湊 ﾐﾅﾄ 

悠 ﾕｳ､ﾊﾙ 陽翔 ﾊﾙﾄ、ﾋﾛﾄ、ﾋﾅﾄ 

陽太 ﾖｳﾀ､ﾋﾅﾀ､ﾊﾙﾀ 颯 ﾊﾔﾃ、ｿｳ、ﾘｸ、ﾊﾔﾄ 

陸斗 ﾘｸﾄ  

男子出生数２３２４人 漢字名１６５７種類  

女子漢字（平仮名のみ含む）ベスト１０ 

令和元年度 平成３０年度 

順 漢字 読み 人数 順 漢字 読み 人数 

１ 結菜 ﾕｲﾅ､ﾕﾅ､ﾕｳﾅ 16人 １ 美月 ﾐﾂｷ、ﾐﾂﾞｷ 16人 

２ 結月 ﾕﾂﾞｷ 14人 ２ 

 

紬 ﾂﾑｷﾞ 15人 

 ３ 紬 ﾂﾑｷﾞ 12人 楓 ｶｴﾃﾞ、ﾌｳ 

４ 葵 ｱｵｲ 11人 ４ 咲良 ｻｸﾗ、ｻﾗ 12人 

芽依 ﾒｲ ５ 結菜 ﾕｲﾅ、ﾕﾅ、ﾕｳﾅ 11人 

 結衣 ﾕｲ 陽菜 ﾋﾅ、ﾊﾙﾅ 

７ 美月 ﾐﾂｷ､ﾐﾂﾞｷ 10人 ７ さくら ｻｸﾗ 10人 

 

 

陽菜 ﾋﾅ､ﾊﾅ 花 ﾊﾅ 

９ 陽葵 ﾋﾏﾘ､ﾋﾅﾀ 9人 柚希 ﾕｽﾞｷ 

１０ あかり ｱｶﾘ 8人 １０ 咲希 ｻｷ 9人 

美結 ﾐﾕ､ﾐﾕｳ 詩 ｳﾀ 

莉子 ﾘｺ  

女子出生数２２４５人 漢字名１５４１種類 



〈参考〉年度別読み方ベスト３ 

年度 
男子 女子 

１位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位 

Ｒ１ ハルト ユウト ソウタ ホノカ エマ アカリ 

Ｈ３０ ハルト 

 

 

ユウト 

 

 

ソウタ/

ハルキ

（同数） 

ユイ 

 

 

アカリ 

 

 

アオイ/ 

サクラ 

（同数） 

Ｈ２９ ハルト ユウト ソウタ アカリ ユイ メイ 

Ｈ２８ ハルト ユウト ソウタ ユイ アカリ ハナ 

Ｈ２７ ハルト ソウタ ユウト ユイ アカリ ハナ 

Ｈ２６ ハルト ユウマ ユウト ユイ アオイ/ハナ（同数） 

Ｈ２５ ハルト ユウト ソウタ ユイ メイ アカリ 

Ｈ２４ ハルト ユウト ユウキ ユイ サキ メイ 

Ｈ２３ ユウト ハルト リク ユイ サキ アカリ 

Ｈ２２ ユウト ハルト コウキ ユイ メイ リオ 

Ｈ２１ ハルト ユウト ユウキ ユイ ユナ メイ 

Ｈ２０ ハルト ユウキ ユウト ユイ ミユ アオイ 

Ｈ１９ ユウト ユウキ ハルト ユイ ユナ ミユ 

Ｈ１８ ハルト ユウト ユウキ ユイ ミユ ハルカ 

Ｈ１７ ユウキ ハルト ユウト ハルカ アオイ アヤカ 

Ｈ１６ ユウキ ユウタ ハルト アヤカ ハルカ ユイ 

Ｈ１５ ユウキ ユウト コウキ ハルカ ユイ ヒナ 

Ｈ１４ ユウキ ユウト ユウタ アヤカ ハルカ ユイ 

Ｈ１３ ユウキ ユウト ユウタ ハルカ ユウカ ユイ 

Ｈ１２ ユウキ ユウタ タクミ ハルカ アヤカ ユイ 

※平成７～１１年度の結果は確認できませんでした 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〈参考〉男子の読みベスト１０で使われる主な漢字     （人数） 

①ハルト 陽斗（6）、遥斗（6）、陽翔（3）、遙斗（2）、暖人（2）悠翔（2）、悠

斗（2）、大翔（2） 

②ユウト 悠斗（8）、悠翔（5） 

③ソウタ 颯太（7）、湊太（5）、聡太（4）、蒼大（3）、颯泰（2）、蒼太（2）、

奏太（2） 

④ハルキ 遥輝（3）、晴輝（3）、悠希（3）、遥樹（2） 

⑤ミナト 湊（11）、湊斗（9）、湊士（3） 

⑥ユイト 結斗（7）、結翔（6）、結仁（3）、結人（3）、結叶（2） 

⑦イツキ 樹（13）、樹生（3）、一樹（3） 

⑦ソウマ 颯真（5）、壮真（5）、蒼真（4）、颯馬（2）、湊真（2） 

⑦リク 陸（5）、凌久（3）、陸久（2）、凌空（2） 

⑩カナタ 奏太（7）、奏汰（5）、奏多（3）、夏向（2） 

⑩コウキ 航希（4）、昂生（2）、光輝（2） 

 

〈参考〉女子の読みベスト１０で使われる主な漢字・かな  （人数） 

①ホノカ 穂香（5）、穂花（5）、穂佳（3）、帆花（3）、穗花（2）、穂乃香（2）、

帆香（2）、ほのか（2） 

②エマ 依茉（6）、瑛麻（3）、咲茉（3）、英茉（2）、瑛茉（2）、永茉（2）、

永真（2）、恵茉（2）、咲舞（2） 

③アカリ あかり（8）、明莉（4）、朱莉（3）、燈（2） 

④ユイ 結衣（11）、唯（4）、結（3）、結以（2）、由衣（2） 

⑤メイ 芽依（11）、芽生（7）、芽郁（2） 

⑥コハル 心遥（4）、心春（4）、心陽（3）、心晴（3）、小春（3）、こはる（2） 

⑦アオイ 葵（11）、あおい（3）、葵衣（2）、碧依（2）、碧（2） 

⑦サナ 紗菜（4）、紗奈（4）、紗那（3）、沙奈（2） 

⑦サラ 紗良（5）、紗愛（2）、サラ（2） 

⑦ハナ 花（5）、華（3）、華奈（2）、花菜（2）、花奈（2）、はな（2） 

※主な漢字は２人以上とし、１人は割愛しています 


