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関東は⼀⽂字ネーム、九州・沖縄はおおらかな名前が上位に 
⼥の⼦「紬（つむぎ）」& 男の⼦「蓮（れん）」は全地域で TOP10 ⼊り！ 

地域別！『2019 年上半期⽣まれベビーの名づけトレンド』発表  
 
妊娠・出産・⼦育ての毎⽇を笑顔にする、ママと専⾨家をつなげるプラットフォーム企業、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、2019 年上半期（1〜6 ⽉）⽣まれのお⼦さん 98,400 名を対象に、『2019 年上半期⽣まれベビーの
名づけトレンド（地域別）』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。 
 

＜調査結果のサマリー＞ 
[北海道・東北] 港湾数の多さや「旭川」に馴染み深いことが影響!?男の⼦は「みなと」「あさひ」が⼈気！ 
[関東] スタイリッシュな印象の“⼀⽂字ネーム”が上位に集中！⼥の⼦は「凛」「凜」が仲良く TOP10 ⼊り♪ 
[中部] ⽇本の地理的中⼼部は名前ランキングも平均的！⼥の⼦は草花にまつわる漢字を含む名前が 7 割も 
[近畿] 関⻄⼈の陽気な⼈柄が名づけにも影響している？男⼥ともに「陽」を含む名前が⾸位を獲得！ 
[中国・四国] ⼤⾃然に囲まれた地域ならでは!?“⾃然派ネーム”はもちろん、季節感を表した名前も多数 
[九州・沖縄] おおらかなイメージを持つ名前が多数♪九州&沖縄男児には“「と」⽌めネーム”が流⾏中!? 
  

【 2019 年上半期⽣まれの⾚ちゃんに⼈気の名前ランキング TOP10 】 
       ＜北海道・東北地⽅＞                 ＜関東地⽅＞ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[北海道・東北] 港湾数の多さや「旭川」に馴染み深いことが影響!?男の⼦は「みなと」「あさひ」が⼈気！  
 北海道・東北地⽅で⽣まれた⼥の⼦に⼈気の名前ランキング TOP3 は、1 位「結愛」、2 位「結菜」、3 位「芽依」
でした。「結」を含む名前が TOP2 に並び、9 位「結⽉」も合わせると TOP10 内に 3 種類ランクインしています。
主な名前のよみは、「結愛（ゆあ）」「結菜（ゆな）」「結⽉（ゆづき）」でした。 
 
 男の⼦に⼈気の名前ランキング TOP3 は、1 位「蓮」、2 位「陽翔」、3 位「湊」でした。3 位「湊」、6 位「湊⽃」
はどちらも主なよみが「みなと」、そして 4 位「朝陽」、10 位「旭」はどちらも主なよみが「あさひ」と、「みなと」
と「あさひ」が 2 種類ずつランクインしています。「みなと」が⼈気なのは、港湾が多い北海道・東北地⽅ならで
はということも考えられます。また、「あさひ」はとくに北海道⽣まれの男の⼦に多く、旭川市や旭町などの地名
をはじめ、旭⼭動物園や旭温泉など、「旭」の字や「あさひ」という響きに馴染み深いことも影響しているのかもし
れません。 
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[関東] スタイリッシュな印象の“⼀⽂字ネーム”が上位に集中！⼥の⼦は「凛」「凜」が仲良く TOP10 ⼊り♪   
関東地⽅で⽣まれた⼥の⼦に⼈気の名前ランキング TOP3 は、1 位「凛」、2 位「葵」、3 位「結菜」という結果

に。TOP10 には⽐較的、読み⽅がわかりやすいシンプルな名前が並びました。1 位「凛」と 6 位「凜」はともに
「りん」と読み、⼈気の⾼い名前ですが、どちらの漢字も TOP10 ⼊りしているのは関東地⽅だけでした。 
 

男の⼦に⼈気の名前ランキング TOP3 は、1 位「蓮」、2 位「湊」、3 位「律」という結果で、“⼀⽂字ネーム”が独
占。漢字⼀⽂字で表す“⼀⽂字ネーム”には、すっきりと洗練されたイメージがあり、近年⼈気が⾼まっています。
とくに関東地⽅では男⼥ともに⼀⽂字の名前が上位に集中する結果となりました。 
 
         ＜中部地⽅＞                   ＜近畿地⽅＞ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[中部] ⽇本の地理的中⼼部は名前ランキングも平均的！⼥の⼦は草花にまつわる漢字を含む名前が 7 割も   
 中部地⽅で⽣まれた⼥の⼦に⼈気の名前ランキング TOP3 は、1 位「莉⼦」、2 位「紬」、3 位「咲良」でした。
主な名前のよみはそれぞれ「りこ」「つむぎ」「さくら」で、いずれも⽇本の伝統や美しさを感じる“和⾵ネーム”と
いえます。また、「莉⼦」「咲良」をはじめ、4 位「結菜」、5 位「陽葵」、6 位「芽依」、7 位「陽菜」、10 位「葵」
と、TOP10 の 7 割が草花を表す、または草花に関係する漢字を含む名前でした。 
 
 男の⼦に⼈気の名前ランキング TOP3 は、1 位「蓮」、2 位「律」、3 位「湊」という結果でした。TOP3 に加え、
4 位「蒼」、7 位「新」、8 位「樹」と、“⼀⽂字ネーム”が TOP10 の 6 割を占めました。また、「翔」を⽌め字とした
名前も⼈気で、4 位「⼤翔」、6 位「陽翔」、9 位「結翔」の 3 種類がランクインしました。 
 
 ⽇本の地理的中⼼部にあたる中部地⽅では、全国的に⼈気の⾼い名前がまんべんなくランクインし、平均的な結
果といえそうです。 
 
[近畿] 関⻄⼈の陽気な⼈柄が名づけにも影響している？男⼥ともに「陽」を含む名前が⾸位を獲得！   
 近畿地⽅で⽣まれた⼥の⼦に⼈気の名前ランキング TOP3 は、1 位「陽葵」、2 位「凛」、3 位「葵」でした。注
⽬は、他地域では TOP10 圏外だった 7 位の「琴葉（主なよみ：ことは）」。⽇本の伝統的な弦楽器である「琴」の
字を⽤いた“和⾵ネーム”であり、古⾵な印象の“レトロネーム”でもあります。ほかにも、3 位「葵」、4 位「紬」、5
位「莉⼦」、6 位「杏」といった“和⾵＆レトロネーム”が多くランクインしました。近畿地⽅には命名で有名な神社
やお寺が数多く存在し、現在も神社・お寺で命名してもらう⾵習が続いている地域もあるようです。そういった経
緯から、“和⾵ネーム”や“レトロネーム”が上位に集中しているとも考えられます。 
 
 男の⼦に⼈気の名前字ランキング TOP3 は、1 位「朝陽」「蓮」、3 位「樹」「律」という結果に。5〜9 位には、
「陽翔」「湊」「⼤翔」「結翔」「⼤和」と、近ごろ全国的にも⼈気の“「と」⽌めネーム”がズラリと並びました。 
 
 また、近畿地⽅は男⼥ともに「陽」を含む名前が 1 位でした。“関⻄⼈”とも表現される近畿地⽅の⼈々の、陽気
で快活な⼈柄が反映された結果かもしれません。 
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       ＜中国・四国地⽅＞                ＜九州・沖縄地⽅＞ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[中国・四国] ⼤⾃然に囲まれた地域ならでは!?“⾃然派ネーム”はもちろん、季節感を表した名前も多数   
 中国・四国地⽅で⽣まれた⼥の⼦に⼈気の名前ランキング TOP3 は、1 位「結愛」、2 位「莉⼦」、3 位「結⽉」
でした。上半期は主な季節が春であるためか、4 位「咲良（主なよみ：さくら）」や、6 位「美桜（主なよみ：みお）」
をはじめ、8 位「陽菜（主なよみ：はるな）」「芽依（主なよみ：めい）」といった、春にぴったりな“スプリングネ
ーム”が多数ランクインしました。 
 
 男の⼦に⼈気の名前ランキング TOP3 は、1 位「蓮」、2 位「新」、3 位「陽翔」でした。1 位「蓮」や 5 位「樹」
といった植物を表す名前に加え、太陽や空を思わせる 3 位「陽翔」、4 位「陽向」、8 位「朝陽」、⾵が吹く様⼦をイ
メージできる 8 位「颯真」、海を連想させる 8 位「湊⽃」のような“⾃然派ネーム”が 7 種類 TOP10 ⼊りしました。 
 
 海・⼭・川と豊かな⾃然が織りなす絶景スポットが充実している中国・四国地⽅では、名前にも美しい⾃然や季
節の情景が反映されているようです。 
 
[九州・沖縄] おおらかなイメージを持つ名前が多数♪九州&沖縄男児には“「と」⽌めネーム”が流⾏中!?   
 九州・沖縄地⽅で⽣まれた⼥の⼦に⼈気の名前ランキング TOP3 は、1 位「陽葵」、2 位「莉⼦」、3 位「紬」で
した。太陽をイメージさせる 1 位「陽葵」や 4 位「陽菜」、そして夏に咲く“茉莉花”を連想させる 2 位「莉⼦」な
ど、春や夏のあたたかさを感じる名前が上位に。九州・沖縄は温暖な気候というイメージがあるゆえに、6 位「葵」
も夏を彩る南国の花、アオイ科の“ハイビスカス”を表しているとも考えられます。 
 
 男の⼦に⼈気の名前ランキング TOP3 は、1 位「湊」、2 位「悠真」、3 位「⼤翔」という結果に。2 位「悠真」、
10 位「悠⼈」と、ゆったりと落ち着いているさまを表す「悠」を含む名前が 2 種類ランクイン。ほかに、海を連
想させる 1 位「湊」、6 位「湊⽃」や、⼤空へ向かって⾶び⽴つようなイメージの 3 位「⼤翔」、4 位「陽翔」、10
位「陽向」など、全体的にスケールが⼤きく、おおらかな印象を与える名前が好まれたようです。 
また、「湊」「⼤翔」「陽翔」「湊⽃」「⼤和」「悠⼈」と、名前のよみが「と」で終わる“「と」⽌めネーム“が 6 種類も
TOP10 ⼊りし、⼈気の⾼さがうかがえます。 
 
 
 
 2019 年上半期に⽣まれた⾚ちゃんの名前は、地域ごとに⼈気の傾向が少しずつ異なりました。全地域のランキ
ングで TOP10 ⼊りを果たした名前は、⼥の⼦「紬（主なよみ：つむぎ）」、男の⼦「蓮（主なよみ：れん）」と、ど
ちらも“⼀⽂字ネーム”でした。とくに「紬」は、2019 年上半期に⼈気が急上昇した“レトロネーム”で、今回の調
査から、⼀部の地域ではなく全国的に⼈気が⾼まっていることが明らかになりました。 
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＜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」「ベビーカレンダー全員プレゼント」のサービスを利⽤された⽅ 
       調査期間：2019 年 1 ⽉ 1 ⽇（⽕）〜2019 年 6 ⽉ 30 ⽇（⽇） 
       調査件数：98,400 件（⼥の⼦：48,198 件／男の⼦：50,202 件）  
 
▼「2018 年⾚ちゃんの名前ランキング」はこちら 
https://baby-calendar.jp/special/name/2018 
 
＜過去の名前ランキング＞ 
■2018 年各⽉の⾚ちゃんの名前ランキング⼀覧 https://baby-calendar.jp/smilenews/tag/1361 
■2017 年⽣まれの⾚ちゃんの名前ランキング  https://baby-calendar.jp/special/name/2017 
■2016 年⽣まれの⾚ちゃんの名前ランキング  https://baby-calendar.jp/special/name/2016 
■2015 年⽣まれの⾚ちゃんの名前ランキング  https://baby-calendar.jp/special/name/2015 
■2014 年⽣まれの⾚ちゃんの名前ランキング  https://baby-calendar.jp/knowledge/pregnancy/550 
■2013 年⽣まれの⾚ちゃんの名前ランキング  https://baby-calendar.jp/knowledge/pregnancy/656 
■2012 年⽣まれの⾚ちゃんの名前ランキング  https://baby-calendar.jp/knowledge/pregnancy/657 
■2011 年⽣まれの⾚ちゃんの名前ランキング  https://baby-calendar.jp/knowledge/pregnancy/658 
■2010 年⽣まれの⾚ちゃんの名前ランキング  https://baby-calendar.jp/knowledge/pregnancy/659 
 
＜ベビーカレンダーとは＞ 
『ベビーカレンダー』は、⽉間 230 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、⾚ちゃんの成⻑に合わせて、毎⽇必要な情報をお届けします。
またこの度、『ベビーカレンダーアプリ』は第 12 回キッズデザイン賞の「⼦どもたちを産み育てやすいデザイン 
個⼈・家庭部⾨」において、「少⼦化対策担当⼤⾂賞」を受賞しました。 
表彰式の様⼦はこちら▶https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000029931.html 
 
＜キッズデザイン賞とは＞ 
キッズデザイン賞は、「⼦どもたちが安全に暮らす」「⼦どもたちが感性や創造性豊か
に育つ」「⼦どもを産み育てやすい社会をつくる」ための製品・空間・サービスなどの
中から優れた作品を選び、広く社会へ発信することを⽬的としている顕彰制度です。 
 
＜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/ 
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCFblSCmHFCkHiFXsrcksuhA 
 
＜会社概要＞ 
■社名：株式会社ベビーカレンダー（https://corp.baby-calendar.jp） 
■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 


