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別紙 3 

平成 30 年度ラジオ体操優良団体等表彰 府県等表彰受賞者 

府県等表彰（175 団体・115 名） 

地域 区別 受賞者名 

北海道 団体 石山地区まちづくり協議会 スポーツ部会 

北海道 個人 三枝 靖裕 

北海道 個人 岡本 武司 

北海道 団体 香雪団地 虹の会 

北海道 個人 辻内 輝美 

北海道 個人 飯島 佐市 

北海道 団体 株式会社ナオエ石油 

北海道 団体 北見常盤地区おはようラジオ体操会 

北海道 個人 樋口 和夫 

北海道 団体 アルプス公園ラジオ体操会 

北海道 団体 ラジオ体操実行委員会 

北海道 団体 西條産業株式会社 

北海道 個人 菅 紀夫 

北海道 団体 日の出町一丁目町会 

北海道 団体 ぴんころラジオ体操会 

北海道 団体 空知単板工業株式会社 

北海道 団体 株式会社トッキュウ 

青森県 団体 社会福祉法人極光の会 障害福祉サービス部門 玄輝門 

青森県 団体 長者山ラジオ体操愛好会 

青森県 団体 三浦建設工業株式会社 

青森県 団体 田子町役場 

岩手県 団体 株式会社丹野組 

岩手県 団体 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 盛岡生保支社 

岩手県 団体 双葉重車輛株式会社 

岩手県 団体 株式会社アート不動産 

宮城県 団体 
社会福祉法人登米市社会福祉協議会登米市社協南方福祉作業

所あやめ園 

宮城県 個人 堀江 良彦 

宮城県 個人 水戸 烈 

宮城県 個人 髙橋 延壽 

秋田県 団体 株式会社協和土建 

秋田県 団体 鉄砲場町内ラジオ体操の会 

秋田県 個人 岡崎 鋼一郎 

秋田県 個人 澁谷 久夫 

山形県 団体 株式会社天童木工 

山形県 団体 株式会社ヤマザワ 
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地域 区別 受賞者名 

山形県 団体 東亜熱研工業株式会社 

山形県 個人 重野 貞夫 

福島県 団体 蓬莱第六町会ラジオ体操の会 

福島県 団体 西郷村立川谷小学校 

福島県 団体 マツモトプレシジョン株式会社 

福島県 団体 下神白団地富岡町自治会 

茨城県 個人 中川 輝夫 

茨城県 個人 安 由起子 

茨城県 個人 市川 規子 

茨城県 個人 三留 富貴子 

茨城県 団体 日立市役所 

茨城県 団体 日高学区市民自治会 

茨城県 団体 豊栄電建株式会社 

栃木県 個人 芝山 和子 

栃木県 個人 真木内 眞理子 

栃木県 個人 野邉 さと子 

栃木県 個人 畑澤 真弓 

栃木県 団体 旭機工株式会社 

栃木県 団体 熊倉４区さわやかラジオ体操会 

栃木県 団体 真岡市 

群馬県 団体 宮沢工業株式会社 

群馬県 個人 加畑 東一 

群馬県 個人 小堀 フジ子 

群馬県 個人 青葉 和明 

群馬県 個人 赤石 国明 

群馬県 個人 荒井 玉枝 

群馬県 個人 加藤 誠五郎 

埼玉県 団体 早稲田仲良クラブ 

埼玉県 団体 氷川ラジオ体操の会 

埼玉県 団体 有限会社飯能清掃センター 

埼玉県 団体 石坂産業株式会社 

埼玉県 団体 北陸軽金属工業株式会社 

埼玉県 個人 萩原 秉 

埼玉県 個人 髙橋 保 

埼玉県 団体 東西御蔵自治会 

千葉県 団体 佐倉市西志津スポーツ広場の会 

千葉県 団体 市原テクノサービス株式会社 

千葉県 団体 卓工業株式会社 

千葉県 団体 八日市場瓦斯株式会社 

千葉県 個人 寺嶋 儀明 

千葉県 個人 後藤 順子 
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地域 区別 受賞者名 

千葉県 個人 西野 恵子 

千葉県 個人 細野 武明 

東京都 個人 島影 多見子 

東京都 個人 池田 愛志 

東京都 個人 外村 正子 

東京都 個人 岡﨑 央 

東京都 個人 江利川 勉 

東京都 個人 前原 基志 

東京都 個人 笹島 誠 

東京都 個人 細井 龍子 

東京都 個人 岡部 忠 

東京都 個人 羽賀 清行 

東京都 個人 山中 實二 

東京都 個人 三浦 袈裟弘 

東京都 個人 宮下 忠義 

東京都 個人 半田 幸雄 

東京都 団体 東電ハミングワーク株式会社 

東京都 個人 鈴木 武雄 

東京都 団体 東久留米市ラジオ体操連盟八幡神社会場 

東京都 個人 中山 久子 

東京都 個人 岸本 信良 

東京都 個人 田中 髙穂 

東京都 個人 安原 まさよ 

東京都 個人 小野島 進 

東京都 個人 中 和子 

神奈川県 団体 山内公園ラジオ体操会 

神奈川県 団体 株式会社共栄社 

神奈川県 団体 大和市宇都宮記念公園たいそう会 

神奈川県 団体 グットモーニング体操会 

神奈川県 団体 有限会社田中モータース 

神奈川県 団体 ふれあいラジオ体操クラブ 

神奈川県 団体 朝ラジ会 

神奈川県 個人 伊臣 典子 

山梨県 個人 秋山  彦 

山梨県 個人 坂本 昭一 

山梨県 団体 舞姫隊 

山梨県 団体 名取区ラジオ体操クラブ 

新潟県 団体 山崎醸造株式会社 

新潟県 団体 株式会社南雲製作所 

新潟県 団体 立川ブラインド工業株式会社 新潟工場 

新潟県 団体 小柳産業株式会社 
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地域 区別 受賞者名 

長野県 団体 伊那食品工業株式会社 

長野県 団体 吉田工業株式会社 

長野県 団体 株式会社協成 長野工場 

長野県 個人 工藤 千恵 

長野県 個人 吉池 章 

富山県 団体 株式会社鎌仲建装 

富山県 団体 株式会社ミカド電機 

富山県 団体 株式会社タケシタ 

石川県 団体 有限会社松山自動車 

石川県 団体 岩本工業株式会社 

石川県 個人 伊徳 栄子 

福井県 団体 株式会社日本海サービス 

福井県 団体 株式会社こばやし 

福井県 団体 ひかり商事株式会社 

福井県 個人 小豆澤 かおり 

岐阜県 団体 岐阜県立各務原高等学校 

岐阜県 団体 中日本ダイカスト工業株式会社 

岐阜県 団体 神岡ゲートボール協会 

岐阜県 団体 株式会社光製作所 

岐阜県 個人 長棟 多賀子 

岐阜県 個人 山口 千賀子 

岐阜県 個人 清水 正純 

静岡県 団体 浜松市中区寺島町ラジオ体操会 

静岡県 団体 アクト屋上公園 ラジオ体操会 

静岡県 団体 第５自治会 ラジオ体操会 

静岡県 団体 ＪＡ曲金体操会 

静岡県 団体 壱町原公園会場 

静岡県 団体 株式会社百一酸素 

静岡県 個人 鈴木 伸直 

静岡県 個人 髙橋 洋子 

静岡県 個人 薮崎 五三子 

静岡県 個人 西尾 知見 

静岡県 個人 新村 継雄 

静岡県 個人 森 成子 

静岡県 個人 中野 慎輔 

静岡県 個人 榊 佳己 

静岡県 個人 渡辺 渉章 

静岡県 個人 田村 君代 

静岡県 個人 下平 今朝利 

静岡県 個人 長澤 千恵子 

静岡県 個人 内藤 勇 
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地域 区別 受賞者名 

静岡県 個人 栗田 収 

静岡県 個人 杉山 佳久 

愛知県 団体 大成株式会社 

愛知県 団体 新林健友会 

愛知県 団体 昭和地区６号公園ラジオ体操会 

愛知県 団体 春日井市 

愛知県 団体 コッツ山公園ラジオ体操会 

愛知県 団体 島村北ラジオ体操同好会 

愛知県 団体 島村南ラジオ体操同好会 

愛知県 個人 山田 福恵 

愛知県 個人 田口 善啓 

三重県 個人 宮﨑 正之 

三重県 個人 大塚 明美 

三重県 個人 市川 智子 

三重県 個人 大前 直子 

三重県 個人 桜田 久子 

三重県 個人 中西 かよ子 

三重県 個人 西村 邦子 

三重県 個人 花井 信子 

滋賀県 団体 山科精器株式会社 

滋賀県 団体 興亜繊維工業株式会社 

京都府 個人 鷲尾 泰男 

京都府 個人 宮﨑 清生 

京都府 個人 中村 泰博 

京都府 個人 竹中 千江子 

京都府 個人 山本 長司 

京都府 団体 修徳ラジオ体操同好会 

京都府 団体 鴨川ラジオ体操会 

京都府 団体 京都日野自動車株式会社 

大阪府 団体 栗本建設工業株式会社 

大阪府 団体 象印チエンブロック株式会社 

大阪府 団体 茨木あやめ橋ラジオ体操会 

大阪府 団体 日世株式会社 

大阪府 団体 マリンフード株式会社 

大阪府 個人 辻井 伸一郎 

大阪府 個人 北谷 智子 

大阪府 個人 平 春江 

大阪府 団体 レッキス工業株式会社 

大阪府 団体 株式会社協成 

大阪府 個人 三宅 次男 

大阪府 団体 新池島まちづくり研究会ラジオ体操の会 



6 

地域 区別 受賞者名 

大阪府 個人 礎 昌男 

大阪府 個人 浅田 保 

大阪府 団体 株式会社貫山建設 

大阪府 団体 豊栄鉄工株式会社 

大阪府 団体 大阪市立城北小学校 

大阪府 団体 株式会社プレーリードッグ 

奈良県 個人 秋丸 素子 

奈良県 個人 久保 義雄 

奈良県 団体 花松印刷株式会社 

奈良県 団体 東信貴ケ丘ラジオ体操会 

奈良県 団体 宇陀市役所 

奈良県 個人 岩﨑 登美子 

和歌山県 団体 株式会社ナンシン 

和歌山県 団体 会津校区ラジオ体操推進実行委員会 

兵庫県 団体 花園クラブ 

兵庫県 団体 東谷公園ラジオ体操同好会 

兵庫県 団体 株式会社共栄組 

兵庫県 団体 但東メリヤス株式会社 

兵庫県 団体 万劫区 

兵庫県 団体 多聞台ラジオ体操の会 

兵庫県 個人 小川 淑子 

鳥取県 団体 青谷町蔵内ラジオ体操会 

鳥取県 団体 有限会社  松島板金工作所 

鳥取県 団体 株式会社  牧浦商店 

鳥取県 団体 株式会社金田工務店 

島根県 団体 有限会社花岡組 

島根県 団体 飯南町立志々小学校 わかば学級 ラジオ体操チーム 

島根県 団体 株式会社ニチフレ島根 

島根県 団体 三菱マヒンドラ農機株式会社 

岡山県 団体 坂本工業株式会社 

岡山県 団体 株式会社大阪合成有機化学研究所 柵原工場 

岡山県 団体 鴨山城を愛する会 

岡山県 団体 柳田西側健康いきいきクラブ 

広島県 個人 柴田 忠彦 

広島県 個人 曾根 幹子 

広島県 団体 岡の下川緑地ラジオ体操会 

広島県 団体 住野工業株式会社 

広島県 団体 平賀金属工業株式会社 

広島県 団体 多治米ラジオ体操会 

山口県 団体 ラジオ体操・井戸端会議 

山口県 団体 ウォーク長山 
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地域 区別 受賞者名 

山口県 団体 株式会社礒野商店 

徳島県 個人 岡村 サダ子 

徳島県 個人 寺井 健 

徳島県 団体 日本フネン株式会社 

徳島県 団体 ダイトー工業株式会社 

香川県 団体 木下製粉株式会社 

香川県 団体 株式会社春日 

愛媛県 団体 八幡浜みなっとラジオ体操広場 

愛媛県 団体 県立中央公園武道館前ラジオ体操会 

愛媛県 団体 奥野川部落 

愛媛県 団体 株式会社山鐵 

高知県 団体 株式会社第一コンサルタンツ 

高知県 団体 南海ヤンマーディーゼル販売株式会社 

高知県 個人 西笛 恵子 

高知県 個人 池田 貞子 

福岡県 団体 アイテックシステム株式会社 

福岡県 団体 モーニング ラジオ体操 

福岡県 団体 花鶴丘１丁目・３丁目合同ラジオ体操会 

福岡県 団体 うきは市大石地区自治協議会 

福岡県 団体 平田町内ラジオ体操愛好会 

福岡県 団体 修多羅校区まちづくり協議会 

福岡県 団体 ユニシスグループ（九州地区） 

福岡県 団体 築上浜宮ラジオ体操会 

佐賀県 団体 株式会社東和コーポレーション 佐賀工場 

佐賀県 個人 末次 貞亮 

佐賀県 個人 石﨑 康隆 

長崎県 団体 株式会社川窪商店 

長崎県 団体 機電プラント工事株式会社 

長崎県 団体 木場田公園ラジオ体操会 

熊本県 団体 八代市ラジオ体操会 

熊本県 団体 九州農水株式会社 

熊本県 団体 ババ商店株式会社 

熊本県 団体 株式会社永井製作所 

熊本県 個人 大無田 正士 

大分県 団体 社会福祉法人新友会 

大分県 団体 株式会社大谷商会 

大分県 団体 本名区自治会 

大分県 個人 岩本 康伸 

宮崎県 団体 安井株式会社 

宮崎県 団体 宮崎市役所 

宮崎県 団体 和知川原１区 さんさんクラブ 
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鹿児島県 団体 社会福祉法人暁星会 あかつき園 

鹿児島県 団体 屋仁子ども会 

鹿児島県 団体 ヤマグチ株式会社 

鹿児島県 個人 長井 忠寅 

沖縄県 団体 チームゴーゴー 

沖縄県 団体 有限会社牧野建設 

沖縄県 団体 有限会社沖縄小堀電機 

沖縄県 個人 宮城 眞一 

※順不同、敬称略  

※府県等表彰は、ほかに 1団体受賞者がいます。 


