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府県等表彰（ 256団体・人）

北海道 団体 曙第十二町内会朝のラジオ体操会 札幌市
北海道 団体 高盛町会 函館市
北海道 団体 枝幸ラジオ体操愛好会 枝幸町
北海道 団体 北見上ところ地区おはようラジオ体操会 北見市
北海道 団体 緑陽台在宅介護支援センター　音更病院 音更町
北海道 団体 望洋台町会 小樽市
北海道 団体 社会福祉法人浦河愛生会　養護老人ホーム　ちのみの郷 浦河町
北海道 個人 森川　文太郎 札幌市
北海道 個人 小川　紫織 江別市
北海道 個人 庭野　玉江 長万部町
北海道 個人 佐藤　朝子 旭川市
北海道 個人 大沼　捷代 別海町
北海道 個人 濱屋　重夫 釧路市
北海道 個人 熊谷　祐三 北見市
北海道 個人 根本　寿一 芽室町
北海道 個人 山口　公治 小樽市
北海道 個人 堀田　智惠子 滝川市
北海道 個人 田中　哲也 三笠市
北海道 個人 上原　毅 苫小牧市
青森 団体 社会福祉法人福祉の里　ケアハウスボナール十和田 十和田市
青森 団体 階上キユーピー株式会社 階上町
青森 個人 吉田　純子 五所川原市
青森 個人 奈良岡　寛昭 青森市
岩手 団体 小岩井農牧株式会社　環境緑化部 雫石町
岩手 団体 株式会社長島製作所 一関市
宮城 団体 塩竈神社体操会 塩竈市
宮城 団体 社会福祉法人仙台白百合会　ケアハウスそれいゆ 仙台市
宮城 個人 中村　仁 仙台市
秋田 団体 秋田県走友会 秋田市
秋田 団体 株式会社ヰセキ東北　秋田支社 秋田市
秋田 個人 近藤　末吉 三種町
秋田 個人 渡部　卓 横手市
山形 団体 株式会社大風印刷 山形市
山形 団体 花輪建設株式会社 山形市
山形 団体 株式会社原田製作所 山形市
山形 団体 日本地下水開発株式会社 山形市
福島 団体 三瓶重機建設株式会社 須賀川市
福島 団体 あづまスポーツクラブ生き生き健康木曜日コース 福島市
福島 個人 荒川　保子 福島市
茨城 団体 株式会社ヤシカ車体 石岡市
茨城 団体 自治会「みどりの会」 取手市
栃木 団体 社会福祉法人ケアハウスももの里 佐野市
栃木 団体 矢崎部品株式会社　栃木工場 那須烏山市
栃木 団体 社会福祉法人美明会　ケアハウス田園 足利市
栃木 団体 協栄産業株式会社 小山市
栃木 団体 株式会社前田工業 下野市
栃木 団体 株式会社ＳＨＳシートメタル 那須塩原市
群馬 団体 株式会社明治　群馬工場 伊勢崎市
群馬 団体 榛名地域体育振興会 高崎市
群馬 団体 山王町一丁目ラジオ体操会 前橋市
群馬 個人 佐藤　幸次郎 高崎市
群馬 個人 新井　正代 高崎市
群馬 個人 小野里　順子 沼田市
群馬 個人 関口　マス子 館林市
埼玉 団体 川口１丁目ラジオ体操の会 川口市
埼玉 団体 中御蔵自治会 さいたま市
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埼玉 団体 株式会社エビハラ 春日部市
埼玉 団体 株式会社東洋クオリティワン 川越市
埼玉 個人 今関　信子 八潮市
埼玉 個人 亀岡　嘉一 八潮市
埼玉 個人 有村　小夜子 さいたま市
埼玉 個人 小川　竜平 春日部市
千葉 団体 富津市望みの門学園ラジオ体操会 富津市
千葉 団体 船橋興産株式会社 船橋市
千葉 個人 佐川　幸司 御宿町
東京 団体 桃井原っぱ広場ラジオ体操会 杉並区
東京 団体 梶原工業株式会社　東京工場 台東区
東京 団体 足立区青少年対策鹿浜地区委員会 足立区
東京 団体 興和通信建設株式会社 練馬区
東京 団体 日枝神社緑蔭朝まいりラジオ体操の集い 千代田区
東京 団体 本村小体操会 東久留米市
東京 個人 馬渕　利雄 中央区
東京 個人 佐藤　静男 大田区
東京 個人 星野　恵美子 品川区
東京 個人 岡田　通子 渋谷区
東京 個人 竹川　秀 世田谷区
東京 個人 浅野　愛子 板橋区
東京 個人 田口　時男 文京区
東京 個人 小湊　ノブ 文京区
東京 個人 齋藤　秀子 荒川区
東京 個人 吉田　フサエ 足立区
東京 個人 石山　隆一 台東区
東京 個人 森島　光作 墨田区
東京 個人 齋藤　正路 墨田区
東京 個人 森田　明夫 江東区
東京 個人 鹿野　芳雄 江戸川区
東京 個人 鈴木　美智子 新宿区
東京 個人 西脇　シゲ 中野区
東京 個人 大山　ふみ子 八王子市
東京 個人 山﨑　文子 日野市
東京 個人 原　邦子 練馬区
東京 個人 岩井　久子 武蔵野市
東京 個人 武田　利光 清瀬市
東京 個人 齋藤　潔 東村山市
東京 個人 須田　弘 西東京市
神奈川 団体 ふじみ野朝体操の会 平塚市
神奈川 団体 横山公園ラジオ体操会 相模原市
神奈川 個人 中川　淳 横浜市
神奈川 個人 松澤　喜久 横浜市
山梨 団体 甲斐市役所 甲斐市
山梨 個人 青柳　久実 甲府市
山梨 個人 五味　武彦 甲府市
山梨 個人 矢笠　美好 甲府市
山梨 個人 飯窪　秀司 南アルプス市
新潟 団体 西公園ラジオ体操会 新発田市
長野 団体 株式会社山二 須坂市
長野 個人 永田　保 下諏訪町
富山 団体 大和薬品工業株式会社 富山市
富山 団体 阪神化成工業株式会社 富山市
富山 団体 古城さわやか倶楽部 高岡市
富山 個人 田中　裕子 富山市
石川 団体 株式会社根上工作所 能美市
石川 団体 新家工業株式会社　山中工場 加賀市
石川 個人 吉田　力雄 小松市
福井 団体 株式会社タナックス 福井市
福井 団体 日本海産業株式会社 坂井市
福井 団体 株式会社佐々木セルロイド工業所 鯖江市
岐阜 団体 株式会社メトーカケフ 可児市
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岐阜 団体 株式会社恵那金属製作所 中津川市
岐阜 団体 とみか道の駅・ラジオ体操会 富加町
岐阜 個人 山田　サカエ 郡上市
岐阜 個人 中島　さと 郡上市
岐阜 個人 萩　和夫 飛騨市
岐阜 個人 横田　千洋 川辺町
静岡 団体 大村公園ラジオ体操会 焼津市
静岡 団体 一色ラジオ体操会 焼津市
静岡 団体 草薙団地会場 静岡市
静岡 団体 ＪＡ吉川支所会場 静岡市
静岡 団体 北脇栗田家具会場 静岡市
静岡 団体 三島南田町広場おはようラジオ体操会 三島市
静岡 個人 佐藤　まちゑ 浜松市
静岡 個人 鈴木　勝美 浜松市
静岡 個人 松本　直彦 浜松市
静岡 個人 仁地　節夫 浜松市
静岡 個人 池ヶ谷　みつ江 焼津市
静岡 個人 戸塚　けい子 焼津市
静岡 個人 押尾　完治 焼津市
静岡 個人 橘　江 焼津市
静岡 個人 良知　淳行 焼津市
静岡 個人 粳田　弘志 焼津市
静岡 個人 山岸　敏昭 静岡市
静岡 個人 伏見　澄男 静岡市
静岡 個人 佐藤　照夫 静岡市
静岡 個人 新井　好枝 静岡市
愛知 団体 株式会社中立製作所 名古屋市
愛知 団体 新富士バーナー株式会社 豊川市
愛知 団体 竹島ラジオ体操会 蒲郡市
愛知 団体 東公園ラジオ体操　みんな元気かい 岡崎市
愛知 団体 知立神社ラジオ体操同好会 知立市
愛知 個人 山田　良子 名古屋市
愛知 個人 原田　秀明 名古屋市
愛知 個人 大鹿　文義 名古屋市
愛知 個人 深田　恒 名古屋市
愛知 個人 鈴木　和正 名古屋市
愛知 個人 久田　富治 名古屋市
愛知 個人 山田　忠生 名古屋市
愛知 個人 高須　洋一 蒲郡市
愛知 個人 西川　光子 あま市
三重 団体 ソフトバレーボールチーム「アトランタ」 津市
三重 個人 中村　通夫 津市
京都 団体 京都障害者職業センター 京都市
京都 団体 株式会社ボークス 京都市
京都 個人 松田　修三 京都市
大阪 団体 内代公園朝のラジオ体操会 大阪市
大阪 団体 此花公園ラジオ体操会 大阪市
大阪 団体 株式会社スルガヤ 大阪市
大阪 団体 塩野香料株式会社　大阪工場 大阪市
大阪 団体 帝燃産業株式会社 茨木市
大阪 団体 くすの木体操会 岸和田市
大阪 個人 三原　巧伍 茨木市
大阪 個人 谷　秀子 大阪市
大阪 個人 長谷川　喜一 大阪市
大阪 個人 田中　喜久子 豊中市
大阪 個人 小山　正雄 寝屋川市
大阪 個人 池田　晴勝 羽曳野市
奈良 個人 髙松　早基子 御所市
奈良 個人 尾崎　千鶴子 御所市
奈良 個人 白石　雅紀 奈良市
奈良 個人 荻久保　弘 奈良市
兵庫 団体 亀の甲公園ラジオ体操会 神戸市
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兵庫 団体 旗振山市民ラジオ体操の会 神戸市
兵庫 団体 塩屋柏台パールクラブラジオ体操の会 神戸市
兵庫 団体 飾磨海運株式会社 姫路市
兵庫 個人 新井　洋子 神戸市
兵庫 個人 近藤　節子 神戸市
兵庫 個人 松浦　六郎 神戸市
兵庫 個人 西中　一二 神戸市
兵庫 個人 中藤　啓子 神戸市
兵庫 個人 牧野　博子 神戸市
兵庫 個人 土手本　保 神戸市
兵庫 個人 石澤　ヒデ子 宝塚市
鳥取 団体 有限会社米村木工 鳥取市
鳥取 団体 株式会社ゼンヤクノー 鳥取市
鳥取 団体 気高電機株式会社 鳥取市
島根 団体 株式会社野原熱錬工作所 松江市
島根 団体 石見食品株式会社 浜田市
島根 団体 株式会社日立メタルプレシジョン 安来市
島根 団体 有限会社中田製作所 出雲市
岡山 団体 井原市ラジオ体操楽しむ会 井原市
岡山 団体 富士尾産業株式会社 岡山市
広島 団体 株式会社和田製作所 福山市
広島 団体 井口学区老人クラブ第２明青会ラジオ体操会 広島市
広島 個人 臺　和彦 広島市
広島 個人 佐藤　丈夫 広島市
山口 団体 医療法人杏祐会　三隅病院 長門市
山口 団体 株式会社鹿野興産 周南市
徳島 個人 谷口　八惠子 徳島市
徳島 個人 魚野　恭義 徳島市
徳島 個人 一坂　和夫 徳島市
徳島 個人 姫路　治 鳴門市
香川 団体 株式会社富田組 さぬき市
香川 団体 明石建設株式会社 坂出市
愛媛 団体 株式会社髙須賀製作所 松山市
愛媛 団体 ネッツトヨタ愛媛株式会社　J.Spot問屋町店 松山市
愛媛 団体 株式会社西田興産 大洲市
高知 団体 南国市立稲生小学校 南国市
高知 団体 松田鉱産株式会社 須崎市
高知 団体 住友大阪セメント株式会社　高知工場 須崎市
高知 個人 梅原　佐代子 須崎市
福岡 団体 社会福祉法人筑豊福祉会　特別養護老人ホーム長寿園 糸田町
福岡 団体 社会福祉法人みやこ老人ホーム 行橋市
福岡 団体 社会福祉法人愛光会　障がい者支援施設清浄学園 嘉麻市
福岡 団体 株式会社稲築サイエンス 嘉麻市
福岡 団体 日田建工株式会社 北九州市
福岡 団体 大蔵まちづくり協議会　健康部会 北九州市
福岡 団体 久留米情報システム株式会社 久留米市
佐賀 団体 佐賀市役所 佐賀市
佐賀 団体 新生工業株式会社 佐賀市
佐賀 団体 山代ガス株式会社 佐賀市
佐賀 団体 有限会社山東美建 小城市
長崎 団体 トノカワ電業株式会社 佐世保市
長崎 団体 大阪鋼管株式会社 佐世保市
長崎 団体 株式会社長営電設 長崎市
長崎 団体 住商エアバッグ・システムズ株式会社 松浦市
長崎 個人 有吉　健太郎 島原市
熊本 団体 株式会社フォレスト 山鹿市
熊本 団体 株式会社波多野建設 山鹿市
熊本 団体 開成工業株式会社 熊本市
熊本 団体 株式会社フタバ 熊本市
熊本 個人 早田　允英 山鹿市
大分 団体 株式会社スズキトムキャット 大分市
大分 団体 西日本コンサルタント株式会社 大分市

地域 区別 受賞者名 市区町村名



大分 団体 中区ふれあいラジオ体操会 国東市
大分 個人 植田　透 大分市
宮崎 団体 株式会社興電舎 延岡市
宮崎 団体 諸塚村 諸塚村
宮崎 個人 吉田　暎彦 宮崎市
鹿児島 団体 向陽校区ラジオ体操会 鹿児島市
鹿児島 団体 菱刈校区コミュニティ協議会 伊佐市
沖縄 団体 株式会社りゅうせき 浦添市
沖縄 団体 日乃出鉄工株式会社 西原町
沖縄 団体 株式会社キョウリツ うるま市
沖縄 個人 宮良　博之 石垣市

※順不同・敬称略
※府県等表彰は、他に3人の受賞者がいます。
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