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女児は「夏帆」「七海」「千夏」「小夏」の夏ネームが増加！男児は「海翔」が人気！ 

海の月間 7月は「夏」「海」ネームが急上昇！ 

7月生まれベビーのイマドキの名づけ事情【名づけ調査】 

 

News release 

 

妊娠・出産・子育て分野のサービス提供をおこなう、株式会社ベビーカレンダー（旧社名：株式会社クック

パッドベビー、本社：東京都渋谷区、代表取締役：安田啓司、以下「ベビーカレンダー」） は、2017 年 7 月

生まれのお子さん 6,446 人を対象に、『7 月生まれベビーの名づけ』に関する調査を行いました。調査・分

析の主なポイントは以下の通りです。 

 

 

■7 月生まれの「七」がつく名前 
生まれ月である 7月の漢字「七」を使った名前のお子さんは 52人（女の子 49人、男の子 3人）でした。 

「七」という漢字は男の子の名前よりも、女の子の名前のほうが取り入れやすいようです。 

 

 

 
 

 

 

 

 

■7月生まれの女の子に人気の名前ランキング 
2017年 7月に生まれた女の子 3,185人を対象に、7月生まれの女の子の名前を調査しました。 

 
夏らしい名前としては、2 位「夏帆」、3 位「七海」、5 位「千夏」、8 位「小夏」など「夏」や「海」がつく名前が

人気急上昇しており、7月は「夏」がつく名前がトップ 10に 3つランクインしました。 

トップ 10 ランク外ですが、12 位「一花」「帆夏」、18 位「夏希」、27 位「彩夏」は年間順位 100 位以下の圏

外からトップ 30位以内にランクアップ！7月に人気が急上昇する名前と言えるでしょう。 

 

 

＜『7月生まれベビーの名づけ』に関する調査サマリー＞ 

■「七」のつく名前は女の子に好まれる傾向が明らかに！ 

■「海の月間」である 7月は、「夏」「海」の漢字を使った名前が人気！ 

- ＜女の子＞ 2位「夏帆」、3位「七海」、5位「千夏」、8位「小夏」 

- ＜男の子＞ 2位「海翔」、14位「夏向」 

●女の子 

ななみ：七海、七瑞、七波、七奈実、七泉、七深、

七翠、七愛 

なな：七菜、郁七、七愛、七渚 

ななせ：七星 

なお：七凰、七央 

その他：あやな（彩七）、すずな（珠々七）、なつ

（七都）、まな（茉七）、もな（萌七）、ゆな（優七） 

など 

 

●男の子 

ななせ：七聖、七勢 

ななと：七那翔 
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●名前編 

 
7 月生まれの女の子の名前で一番多くつけられたのは「陽葵」（年間 2 位）でした。この名前は「ひまり」

「ひなた」「ひより」の順に多く読むようです。2 位は「夏帆」（年間 17 位）、3 位「葵」（年間 3 位）と続きます。 

 

「葵」は近年、特に女の子の名前で多くつけられており、ベビーカレンダーが名づけ調査を開始した 2010

年以降 4回、年間順位ナンバーワンを獲得しています。 

 

 

●漢字編 
7月生まれの女の子のうち、一番人気の漢字は、年間順位 10位の「夏」でした。7～8月生まれの女の子

の名づけには圧倒的な人気があるようです。また、「夏帆」「七海」「千夏」「小夏」など、夏らしい名前の増

加にともない、14 位「帆」（年間 27 位）、17 位「千」（年間 28 位）、20 位「七」（年間 56 位）、21 位「海」（年

間 46位）といった漢字のランキングも急上昇していました。 
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●よみ編 

 
人気のよみは 1 位「ひまり」（年間 6位）、2 位「ほのか」（年間 4位）、3 位「あおい」（年間 1位）でした。夏

らしい名前の人気上昇にともない、6 位「かほ」（年間 14 位）、8 位「かんな」（年間 25 位）、16 位「なつき」

（年間 41位）、「ななみ」（年間 32位）がランクアップしました。 

 

「ひまり」の名前は「陽葵」「ひまり」「日葵」の順に、「ほのか」の名前は「帆夏」「ほのか」「穂香」の順に、

「あおい」の名前は「葵」「あおい／蒼」の順に多く使われていました。 

 

 

 

■7月生まれの男の子に人気の名前ランキング 
2017年 7月に生まれた男の子 3,261人を対象に、7月生まれの男の子の名前を調査しました。 

 
注目すべきは年間 39 位から 2 位へ急上昇した「海翔」（かいと）。7 月は「海の月間」として定められてお

り、夏を感じる「海」、大空を羽ばたく「翔」という漢字を合わせたこの名前は、7 月生まれの男の子には特

に好まれる傾向にあることがわかりました。 

また、ランク外ですが 14 位「夏向」（かなた、かなと）、22 位「陸」（りく）も年間 80 位以下から人気が上昇

していました。 
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●名前編 

 
 

7 月に多くつけられた男の子の名前 1 位は「湊」（年間 1 位）、2 位「海翔」（年間 39 位）、3 位「蓮」（年間

2 位）でした。1 位の「湊」は 2012 年に初めてランキング TOP3 にランクインして以降、2017 年まで

TOP10以内をキープし続けている人気の名前です。 

「みなと」は「集まる」という意味をもち、人気者になる、よい友人に恵まれるといった願いが込められてい

るそうです。「湊」がつく漢字として、18位「湊斗」（年間 19位）、21位「湊太」（年間 80位）も年間順位から

ランクアップしていました。 

 

 

●漢字編 
1 位「太」（年間 2 位）、2 位「大」（年間 1 位）、3 位「翔」（年間 3 位）とトップ 3 は特に大きな変動はありま

せんでした。1 位の「太」は 2010～2016 年まで年間順位 1 位の座を保ち続けたキングオブ男児漢字です。 

ランク外ですが、夏のイメージがある漢字として、15 位「海」（年間 27 位）は大きくランクアップしており、7

月の名づけで特に人気の高まる漢字だといえます。 
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●よみ編 

 
7 月生まれの男の子のよみランキング 1 位「そうた」（年間 2 位）、2 位「はると」（年間 3 位）、3 位「みなと」

（年間 1位）でした。 

「そうた」は「湊太」「颯汰」「颯大／颯太」の順に多く使われていました。また、漢字のバリエーションが豊

富で、「そう」（湊、颯、奏、爽、葵、宗、壮、聡など）と、「た」（太、大、汰など）の組み合わせにより、なんと

21 種類の漢字のパターンがありました。それぞれ親御さんの想いのこもった漢字を使っていることもうか

がえました。 

 

 
7 月生まれのお子さん 6,446 人のうち、「夏」がつく名前は 282 人（女の子 239 人、男の子 43 人）、「海」

がつく名前は 114 人（女の子 48 人、男の子 66 人）でした。季節を感じる漢字は、男女によって取り入れ

やすい漢字が異なるのかもしれませんね。 

「夏の月間」として制定されている 7 月生まれのお子さんには、「夏」や「海」など、夏らしい漢字を取り入

れた名づけがされていることがわかりました。 

 

 

＜調査概要＞ 

調査対象：株式会社ベビーカレンダーが企画・運営している「ファーストプレゼント」「おぎゃー写真館」の

サービスを利用されたお子さんのうち、2017 年 7 月に生まれたお子さんの名前 6,446 人 (女の子：3,185

人／男の子：3,261 人) 

※昨年度のランキング順位 100位以下：「圏外」と記載 
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＜過去の名前ランキング＞ 

■夏生まれベビーの名づけ調査 

-1位はやっぱりコレ！夏生まれの女の子名づけランキング【調査結果】 

https://baby-calendar.jp/smilenews/detail/7008 

-夏に人気が上がる名前は？夏生まれの男の子名づけランキング【調査結果】 

https://baby-calendar.jp/smilenews/detail/7012 

 

■春生まれベビーの名づけ調査 

-「さくら」が 1位！春生まれの女の子に人気の名前 TOP10 

https://baby-calendar.jp/smilenews/detail/6802 

-『スプリングネーム』が定番！春生まれの男の子に人気の名前ランキング 

https://baby-calendar.jp/smilenews/detail/6810 

 

2017年の名前ランキング 

https://baby-calendar.jp/special/name/2017 

2016年の名前ランキング 

https://baby-calendar.jp/special/name/2016 

2015年の名前ランキング 

https://baby-calendar.jp/special/name/2015 

2014年の名前ランキング 

https://baby-calendar.jp/knowledge/pregnancy/550 

 

＜ベビーカレンダーとは＞ 

『ベビーカレンダー』は、月間 150 万人以上が利用している、医師・専門家監修の妊娠・出産・育児の情

報サイトです。妊娠してから赤ちゃんが 1 歳になるまでの間、赤ちゃんの成長に合わせて、毎日必要な情

報をお届けします。 

https://baby-calendar.jp/ 

 

＜公式 SNSからも最新情報更新中！＞ 

Facebook https://www.facebook.com/babycalendar 

Twitter  https://twitter.com/baby_calendar 

Instagram https://www.instagram.com/babycalendar 

 

 

 

 

■社名：株式会社ベビーカレンダー  

■本社所在地：〒151-0053 東京都渋谷区代々木 1-38-2  ミヤタビルディング 10F 

■代表者：代表取締役 安田啓司  ■設立年月日：1991 年 4 月  

■主要事業：産婦人科向け事業、メディア事業 

 

 

 

株式会社ベビーカレンダー 担当：大脇香織 

 【電話】03-6631-3600  【FAX】03-6631-3601 【メールアドレス】info@baby-calendar.jp 

 【ホームページ】https://corp.baby-calendar.jp 

会社概要 
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