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【本件に関するお問い合わせ先】 

株式会社ベビーカレンダー 担当：大脇 香織 TEL：03-6631-3600 MAIL：info@baby-calendar.jp 

※本調査内容をご使用いただく際は、出典の記載をお願い申し上げます。また、画像データ等の改変はご遠慮ください。 

 
「スプリングネーム」が上位にランクイン！ 

女の子 2 位「心春」、3 位「咲良」！「春ネーム」「サクラネーム」が人気★ 

2022 年『4 月生まれベビーの名づけトレンド』発表！ 
 

 

専門家から直接アドバイスを受けられる日本最大※の育児支援サイトを運営する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、赤ちゃんの名前ランキングを毎月調査・発表しています。 

今回は、2022 年 4 月生まれのお子さん 10,142 名を対象に調査した『4 月生まれベビーの名づけトレンド』を

発表します。※2021 年 11 月時点において各メディア（当社選定競合サイト４社）が発表している月間 PV 数（当社調べ）において 

 

【4 月生まれの赤ちゃん「スプリングネーム」が急増！】 

4 月生まれの女の子、男の子の名づけで多かった名前・漢字・よみの人気ランキング TOP10 を発表します。4 月

は春らしさを感じさせる「スプリングネーム」が多く名づけられていました。 

 

■毎年春生まれに急増する「スプリングネーム」って？ 
「スプリングネーム」は、春生まれの赤ちゃんに多く名づけられる「サクラネーム」・「春ネーム」の総称。毎年

3 月、4 月生まれの赤ちゃんに急増する傾向にあります。 

 
🌸「サクラネーム」：春に見頃を迎えるサクラをイメージさせる名前のこと。サクラは日本の国花。「桜」という

漢字を名前に用いたり、「さくら」とよむ名前などを指す 

🌸「春ネーム」：「はる」というよみが入った名前、「春」という漢字を用いた名前、春をイメージさせる漢字や

音を使用した名前のこと 

＜4 月生まれ女の子の名前・漢字・よみランキング＞ 
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4 月生まれの女の子の名前ランキング 1 位は「凛（りん）」、2 位「心春（こはる）」、3 位「咲良（さくら、さ

ら）」という結果でした。春生まれの赤ちゃんは、「はる」というよみが入った名前や「春」という漢字を用いた

「春ネーム」、サクラをイメージさせる「サクラネーム」という二大「スプリングネーム」が毎年増加します。 

「春ネーム」のなかでも特に人気の高い「心春」は、2021 年の年間ランキングでは 23 位でしたが、4 月生ま

れでは 2 位となっており、増加していることがわかります。「咲良」は２月 87 位、3 月 11 位へ急上昇し、4 月

は 3 位へと急増しています。 

「サクラネーム」では「咲良」のほか、13 位「さくら」・「美桜（みお）」、22 位「咲来（さくら）」、35 位「桜

菜（さな）」、38 位「未桜（みお）」、50 位「桜（さくら）」、など TOP100 に 12 個の「サクラネーム」がランク

インしており、季節感を取り入れた名づけが好まれていました。 

 

漢字ランキングでは、1 位「菜」、2 位「花」、3 位「桜」と TOP3 すべてが花にまつわる漢字がランクイン。

春に見頃を迎える菜の花を意味する「菜」が 1 位でした。「桜」は、2 月 22 位、3 月 12 位、4 月 3 位と春に向

けて人気が上昇。4 月は 245 名に名づけられていました。「桜」を用いた名前では、上記の名前のほか、「里桜（り

お）」、「桜都（おと）」、「茉桜（まお）」、「凛桜（りお）」など、「桜」を「お」と読ませた二音ネームが人気でした。 

 

4 月生まれに人気の名前のよみは、1 位「えま」、2 位「こはる」、3 位「さくら」でした。7 位の「りん」に注

目。近年、年間ランキングでも上位にランクインする人気のよみですが、現在 6 カ月連続で TOP10 入りしてお

り人気上昇中。名前ランキングでも、4 月は 1 位「凛（りん）」、9 位「凜（りん）」と、同じ意味を持つ異字体の

漢字で 2 つの名前が TOP10 入り。その人気ぶりがうかがえます。 

5 月は毎年「MAY（めい）」ちゃんが増加する傾向となっています。5 月のランキングもぜひチェック！ 

 

＜4 月生まれ男の子の名前・漢字・よみランキング＞ 

 

4 月生まれの男の子に人気の名前ランキング 1 位は「陽翔（はると）」、2 位「蒼空（そら）」、3 位「碧（あお・

あおい）」でした。年間ランキングで 2020 年に 41 位、2021 年には 18 位だった「蒼空」の人気が高まってい

ます。また、4 月に増加した名前では、「琉生（るき）」が 3 月 36 位から 4 月は 7 位へ、「悠真（はるま）」が 3

月 12 位から、4 月は 4 位へランクアップしています。 

 

漢字ランキングでは、1 位「翔」、2 位「陽」、3 位「大」という結果でした。「陽」や「悠」といった「はる」

と読む漢字を用いた名前は、3 月よりも増加しており、ともに順位を上げていました。「桜」は 3 月 40 位から、

4 月は 20 位へ大きくランクアップ。「桜」を用いた名前では、「桜丞（おうすけ）」、「一桜（いお）」、「桜大（お

うた）」、「桜弥（さくや）」、「桜李（おうり）」、「桜河（おうが）」など 59 種類のバリエーションで名づけられて

いました。 
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4 月生まれの男の子に多く名づけられたよみは、1 位「はると」、2 位「ゆいと」、3 位「はるき」、4 位「はる」・

「りく」。上位に「はる」と読むよみを用いた「春ネーム」が集中しています。5 月以降は毎年「スプリングネー

ム」が落ち着いていき、夏に向けて海や太陽などをイメージさせる名前が増えていくのが毎年のトレンド。5 月

の名づけにも注目です！ 

 

 

※（）内は主なよみを表記 

＜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：2022 年 4 月 1 日(金)～4 月 25 日(月) 

調査件数：10,142 名（男の子：5,204 名／女の子：4,938 名）  
                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
■ベビーカレンダー「赤ちゃんの名づけ・名前ランキング」サイトで人気の名前をチェック！ 
2021 年赤ちゃんの名前ランキング、名前のよみランキング、名前の漢字

ランキングをそれぞれ 1 位～100 位まで発表しています！ ほかにも、

2010 年以降の年間名前ランキングや、名づけトレンドなど、今知りたい

名前に関する情報をまとめています。ぜひご覧ください。 

 

▼「2021 年赤ちゃんの名前ランキング TOP100」はこちら 

https://nazuke-nameranking.jp/nameranking2021/ 
 

 

■名前の順位を調べられる「名前ランキング検索」をチェック！ 
「赤ちゃんの名づけ・名前ランキング」サイトには、過去のランキング結果から名

前が何位なのかを検索できる「名前ランキング検索」コーナーもあり、2021 年の順

位が表示されるようになりました。さらに、今年から「漢字検索」が追加！ 

気になる名前やよみ、漢字の順位を調べられるので、これから赤ちゃんの名前を考

えるママ・パパも名づけの参考にご活用ください。 

 

▼「赤ちゃんの名づけ・名前ランキング検索」はこちら 

https://nazuke-nameranking.jp/ 

 

 

＜「ベビーカレンダー」サイトに関して＞ 

『ベビーカレンダー』は、月間 PV 数 2.4 億 PV、会員登録数が年間約 36 万人、総勢約 40 名の医師・専門家が

監修する妊娠・出産・育児の情報を網羅した日本最大の育児支援サイトです。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、元雑誌編集経験者を中心とした約 20 名の編集者が質の高い記事を毎日

提供します。 

※2021 年 11 月時点において各メディア（当社選定競合サイト４社）が発表している月間 PV 数（当社調べ）において 

 

ニュースリリースはこちら▶https://baby-calendar.jp/smilenews/release 

 

https://nazuke-nameranking.jp/nameranking2021/
https://nazuke-nameranking.jp/
https://baby-calendar.jp/smilenews/release
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＜運営会社「ベビーカレンダー」に関して＞ 

社名：株式会社ベビーカレンダー（https://corp.baby-calendar.jp） ※2021 年 3 月 25 日 東証マザーズ上場 

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：メディア事業、産婦人科向け事業 

 

多くの医療専門家監修による、日本最大の PV 数を誇る育児支援サ

イト「ベビーカレンダー」を運営。ベビーカレンダー以外にも、女

性のライフスタイルにあわせた情報提供サイトを展開し、事業を拡

大中。2021 年に東証マザーズ上場。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜運営メディア一覧＞ 

■ベビーカレンダー：医師・専門家監修の妊娠・出産・育児の情報サイト 

URL：https://baby-calendar.jp/ 

■ウーマンカレンダー：オトナ女子によるオトナ女子のためのアンチエイジングサイト 

URL：https://woman-calendar.jp/ 

■介護カレンダー：高齢者向け介護施設検索サイト 

URL：https://kaigo-calendar.jp/ 

■赤ちゃんの名づけ・名前ランキング：赤ちゃんの名前、よみのランキング検索サイト 

URL：https://nazuke-nameranking.jp/ 

■ムーンカレンダー：女性の毎月をもっとラクにする生理サイト 

URL：https://moon-calendar.jp/ 

 

 

＜公式 SNS からも最新情報更新中！＞ 

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

YouTube  ：https://www.youtube.com/channel/UCFblSCmHFCkHiFXsrcksuhA 

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

Twitter  ：https://twitter.com/baby_calendar 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

株式会社ベビーカレンダー 担当：大脇 香織 

TEL：03-6631-3600 FAX：03-6631-3601 MAIL：info@baby-calendar.jp 

※本調査内容をご使用いただく際は、出典の記載をお願い申し上げます。また、画像データ等の改変はご遠慮ください。 
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