
金賞 

鹿児島県 中種子町立増田小学校  チーム名：増田スピリット 

銀賞 

埼玉県 三郷市立八木郷小学校  チーム名：ラジオ体操 広め隊 

銅賞 

広島県 安芸高田市立美土里小学校  チーム名：二代目美土里グリーンピース 

優秀賞 

【都道府県】 【小学校】           【チーム】   

埼玉県    さいたま市立東岩槻小学校    すわっ子ラジオ体操 A チーム 

埼玉県    さいたま市立東岩槻小学校    すわっ子ラジオ体操 B チーム 

山口県    山口市立白石小学校       二代目ラジオ体操ひろめんにゃあ 

山口県    山口市立白石小学校       ラジオ体操 白小 FINE 

長崎県    平戸市立紐差小学校       チーム Himosashi 

鹿児島県   宇検村立田検小学校       田検小 ラジオ体操イレブン 

鹿児島県   南種子町立平山小学校      ロケット平山！ 
（優秀賞に順位はありません）

「第２回 全国小学校ラジオ体操コンクール」入賞チーム
別紙



敢闘賞 

【都道府県】 【小学校】             【チーム】

茨城県    神栖市立太田小学校    太田っ子ウィングス 

栃木県    茂木町立逆川小学校    チーム逆川 

東京都    江戸川区立篠崎第二小学校   篠二の光る子 Aチーム 

東京都    日野市立日野第五小学校    ラジオ体操 10（ディエス）小学 3年生 

富山県    富山市立大沢野小学校    大沢野小学校 陸上同好会 

石川県    金沢市立押野小学校    押野小 やってみまっし！ラジオ体操 

愛知県    岡崎市立大門小学校    大門エイト 

広島県    安芸高田市立郷野小学校       チーム GONO5 

広島県    安芸高田市立郷野小学校    チーム GONO6 

広島県    安芸高田市立向原小学校       向原小学校 Aチーム 

広島県    安芸高田市立美土里小学校   美土里シスターズ 

広島県    北広島町立大朝小学校    BIG MORNING！ラジオ体操大すき隊 

山口県    萩市立椿西小学校    ラジオ体操ピカット椿西隊 

福岡県    篠栗町立勢門小学校    せとっ子体育委員会 

熊本県    菊池市立花房小学校    花房小学校 

鹿児島県   出水市立出水小学校    RGK 出水っ子         
（敢闘賞に順位はありません） 

奨励賞 

【都道府県】 【小学校】             【チーム】

北海道    弟子屈町立奥春別小学校    奥春別小学校全校 

北海道    七飯町立峠下小学校    峠下小 25 

青森県    三戸町立斗川小学校    斗川 Radio KID‘S 

岩手県    宮古市立蟇目小学校    HKT13 （Hikime Kodomo Taiso team 13） 

福島県    泉崎村立泉崎第二小学校       全力泉二 5 年生 

栃木県    茂木町立須藤小学校    須藤小 6 年生 

群馬県    邑楽町立長柄小学校    長柄小学校ラジオ体操オールスターズ 

群馬県    沼田市立升形小学校    沼田市立升形小学校体育委員会 

埼玉県    草加市立氷川小学校    氷川小 SUN・サン・3 

東京都       練馬区立仲町小学校    チームなかまっち 

東京都    日野市立日野第五小学校       ラジオスター サンバ （小学 3年生） 

新潟県    新潟市立大淵小学校    淵小ガールズ 6 

富山県    射水市立堀岡小学校    堀岡小学校 体育委員会 

石川県       羽咋市立羽咋小学校    羽咋小学校朝ラジし隊 

福井県    坂井市立大関小学校   TEAM 大関っ子！！ 

福井県    永平寺町志比小学校    永平寺町志比小学校 やる気満々チーム 

長野県    小諸市立水明小学校      水明小学校 6年 1組有志 

長野県    長野市立芹田小学校    燃えろ セリタ 

長野県    長野市立芹田小学校    セリッ子 ファイヤーズ 

長野県    長野市立芹田小学校    ガッツ セリタ 

愛知県    春日井市立高森台小学校   高森台 48 チーム K 

愛知県    春日井市立高森台小学校    高森台 48 チーム M 

愛知県    春日井市立高森台小学校       高森台 48 チーム R 

愛知県    春日井市立高森台小学校       高森台 48 チーム T 

愛知県    岡崎市立大門小学校    スーパー大門 9 

愛知県    岡崎市立大門小学校    エンジョイ大門っ子 

愛知県    岡崎市立大門小学校    大門ラッキー8 

兵庫県    加西市立賀茂小学校    賀茂っ子全力ラジオ体操部 

岡山県    津山市立院庄小学校    院庄 日本一 

岡山県     津山市立院庄小学校    院庄ファイト 



かんぽ生命特別賞 学校部門 

【都道府県】 【小学校】

石川県     羽咋市立羽咋小学校 

岡山県        津山市立院庄小学校 

広島県         安芸高田市立向原小学校 

広島県       北広島町立大朝小学校 

広島県       神石高原町立三和小学校 

鹿児島県     三島村立片泊小学校                        
（特別賞に順位はありません）

かんぽ生命特別賞 チーム部門 

【都道府県】 【小学校】             【チーム】

東京都    日野市立日野第五小学校       ラジオ体操 10（ディエス） 小学 3 年生 

大阪府    岬町立多奈川小学校   1 年月組 

広島県    庄原市立美古登小学校    みこちゃん 1・2 年 

長崎県    平戸市立平戸小学校    なかよし 1 年、平小げんキッズ 

沖縄県    南風原町立津嘉山小学校       津嘉山っ子 体操 1・2・3 
（特別賞に順位はありません）

岡山県    津山市立院庄小学校    院庄ガンバ 

岡山県    津山市立院庄小学校    院庄ガッツ 

岡山県    津山市立院庄小学校    チーム努力 

岡山県    津山市立院庄小学校    院庄 B 

岡山県    津山市立院庄小学校    院庄 C 組 

岡山県    津山市立院庄小学校    院庄 G 

岡山県    津山市立院庄小学校    院庄 チーム H 

広島県    安芸高田市立美土里小学校   美土里スッキリキング 

広島県    安芸高田市立美土里小学校   美土里ファイターズ 

広島県    廿日市市立地御前小学校     地御前 ウンドウ委員ジャー 

広島県    北広島町立大朝小学校    BIG MORNING！ラジオ体操ひろめ隊 

福岡県    北九州市立高見小学校    スポーツ委員会 A 

福岡県    北九州市立高須小学校    TKS72→チーム T 

長崎県    平戸市立田平南小学校    青空チーム 

長崎県    平戸市立田平東小学校    チーム東 

長崎県    佐世保市立宇久小学校    宇久島っ子 チーム K 

長崎県    佐世保市立宇久小学校    宇久島っ子 チーム U 

長崎県    佐世保市立小佐々小学校       チーム小佐々 

熊本県    合志市立南ヶ丘小学校    4 の 1 キッズ 

熊本県    上天草市立龍ヶ岳小学校       龍ヶ岳小サッカー部 

熊本県    上天草市立龍ヶ岳小学校       龍ヶ岳小学校 MBC 

宮崎県    宮崎市立西池小学校    西池小学校体育委員会 

宮崎県    日之影町立宮水小学校    さわやかフレンズ 

鹿児島県   鹿児島市立中山小学校       中山小学校ラジオ体操ボーイズ＆ガールズ 

鹿児島県   出水市立西出水小学校       西出水小 体育委員会 

鹿児島県   志布志市立野神小学校       野神小 運動委員会 

沖縄県    南風原町立津嘉山小学校       津嘉山っ子 体操 1・2・3 

沖縄県    糸満市立光洋小学校    チーム光洋 

沖縄県    石垣市立登野城小学校    トッピーズ 5mens           
（奨励賞に順位はありません）



【審査員】 

  全国ラジオ体操連盟 理事長 ：青山敏彦 

  全国ラジオ体操連盟 副理事長：長野信一 

   ＮＨＫラジオ体操  指導  ：多胡肇、西川佳克、岡本美佳 

  株式会社かんぽ生命保険 広報部 

【賞品】 

金賞、銀賞、銅賞、優秀賞   ：表彰楯・メダル・副賞のテント 

敢闘賞、奨励賞        ：表彰状 

かんぽ生命特別賞 学校部門  ：表彰状 

かんぽ生命特別賞 チーム部門 ：表彰状 

参加賞            ：参加記念品 

※入賞の有無に関わらず、ご参加いただいた児童の皆さ 

ま全員に贈呈します。 


