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別紙 4 

平成 29 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（155 団体・116 名） 

地域 区別 受賞者名 

北海道 個人 山口 眞行 

北海道 個人 竹原 和恵 

北海道 団体 白石中央第五町内会 

北海道 団体 奥沢中央町会ラジオ体操会 

北海道 個人 矢野 ミヨ子 

北海道 個人 廣冨 崇之 

北海道 個人 岩崎 敦子 

北海道 団体 幸町健康ふれあいサロン 

北海道 団体 社会福祉法人北海道光生舎赤平リネン工場 

北海道 個人 木村 百合子 

北海道 個人 内藤 法子 

北海道 団体 北見川東地区おはようラジオ体操会 

北海道 個人 田中 正子 

北海道 個人 佐藤 實 

北海道 団体 株式会社明治十勝帯広工場 

北海道 個人 島影 文子 

北海道 個人 徳岡 鉄男 

青森県 団体 株式会社七洋 

青森県 団体 津軽保健生活協同組合  健生五所川原診療所 

青森県 団体 株式会社脇川建設工業所 

青森県 個人 齋藤 ミツ 

岩手県 団体 峰連操の会 

岩手県 団体 住吉町ラジオ体操同好会 

岩手県 団体 一般財団法人 休暇村協会 休暇村岩手網張温泉 

岩手県 個人 田村 雄孝 

宮城県 団体 おらほのラジオ体操実行委員会 

宮城県 個人 甲斐根 康彦 

宮城県 個人 高橋 節子 

宮城県 個人 猪股 輝男 

秋田県 団体 株式会社大森土木 

秋田県 団体 株式会社ホクセイ工業 

秋田県 個人 斉藤 芙美子 

秋田県 個人 石綿 律子 

山形県 団体 新海町ラジオ体操愛好会 

山形県 団体 すこやかセンターラジオ体操の会 

山形県 団体 進和ラベル印刷株式会社 



2 

地域 区別 受賞者名 

山形県 団体 三條物産株式会社 

福島県 団体 林合名会社 

福島県 団体 株式会社イシフクときわ支店 

福島県 団体 社会福祉法人つどい もちずりワーク 

福島県 団体 株式会社高橋建設 

茨城県 個人 稲葉 節生 

茨城県 個人 廣瀬 けい子 

茨城県 個人 本田 久子 

茨城県 団体 株式会社飯田製作所 

茨城県 団体 株式会社ＫＭＤ 

茨城県 団体 日本ゲージ株式会社 

茨城県 団体 元気会 

栃木県 個人 田邊 恭子 

栃木県 個人 諏訪 洋子 

栃木県 個人 中田 正子 

栃木県 個人 松沢 孝三 

栃木県 団体 有限会社ヒロセ工業 

栃木県 団体 笠原産業株式会社 

栃木県 団体 渡辺建設株式会社 

群馬県 個人 関口 健二 

群馬県 個人 髙橋 ふさ子 

群馬県 個人 武井 英夫 

群馬県 個人 長谷川 キヨ子 

群馬県 個人 長谷川 嘉辰 

群馬県 個人 石山 絹子 

群馬県 個人 大越 則道 

群馬県 個人 上岡 克己 

埼玉県 団体 高州２丁目本町会 

埼玉県 団体 鷹野４丁目健康増進会 

埼玉県 団体 三成研機株式会社 

埼玉県 団体 竹並建設株式会社 

埼玉県 団体 寄居町役場 

埼玉県 団体 司産業株式会社 

埼玉県 個人 坂本 章正 

埼玉県 個人 梅嶋 君惠 

千葉県 団体 佐倉市国立歴史民俗博物館ラジオ体操会 

千葉県 団体 木更津市畑沢南 1丁目萩の台公園ラジオ体操会 

千葉県 団体 薬円台みんなのクラブ 

千葉県 団体 習志野市東習志野地域包括支援センター 

千葉県 団体 西船近隣公園早朝ラジオ体操の集い 

千葉県 団体 野田小型運送株式会社 
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地域 区別 受賞者名 

千葉県 個人 中村 篤史 

千葉県 個人 内山 敏夫 

東京都 個人 加藤 德行 

東京都 個人 遠藤 五十二 

東京都 個人 石川 冨士江 

東京都 団体 天沼尚和会弁天池公園ラジオ体操会 

東京都 個人 田村 光明 

東京都 個人 臼田 欣司 

東京都 個人 中出 美智 

東京都 個人 小板橋 澄代 

東京都 個人 中島 英年 

東京都 個人 三輪 貢久 

東京都 個人 佐山 功 

東京都 個人 岡部 博司 

東京都 個人 近藤 和子 

東京都 個人 三宅 千代子 

東京都 個人 田中 由美子 

東京都 個人 瀧口 正義 

東京都 個人 小船 新吾 

東京都 個人 関 勝江 

東京都 個人 土屋 敏之 

東京都 団体 ひばりが丘健康会 

東京都 個人 加藤 和子 

東京都 団体 東久留米市ラジオ体操クラブ 

東京都 個人 村上 堯英 

東京都 個人 福嶋 隆 

神奈川県 団体 国際通信企画株式会社 

神奈川県 団体 鎌倉ラジオ体操さわやか会 

神奈川県 団体 漆山町内会 

神奈川県 団体 いちごの会 

神奈川県 団体 横山南部ラジオ体操会 

神奈川県 団体 上鶴間ラジオ体操会 

神奈川県 個人 川島 久美子 

神奈川県 個人 福田 昭三 

山梨県 個人 黒澤 光男 

山梨県 個人 桜井 正富 

山梨県 個人 石川 勝彦 

山梨県 団体 株式会社センティス廿一 

山梨県 団体 鈴健興業株式会社 

新潟県 団体 津南町森林組合 

新潟県 団体 佐渡市健康推進協議会金井支部 
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地域 区別 受賞者名 

新潟県 団体 浜浦小学校区スポーツ振興会 

新潟県 個人 関川 正明 

長野県 団体 株式会社三葉製作所 

長野県 団体 大和興業株式会社 

長野県 団体 株式会社豊島屋 

長野県 団体 株式会社オートメカ・エフケイ 

長野県 個人 中澤 洋子 

富山県 団体 三田産機株式会社 

富山県 団体 株式会社島井 

富山県 団体 沢田鉄工株式会社 

富山県 団体 日本エレクトロニクス・サービス株式会社 

石川県 団体 山中温泉早起きラジオ体操会 

石川県 個人 室谷 富雄 

石川県 団体 羽咋市立羽咋小学校 

福井県 団体 坂本ラジオ体操健康クラブ 

福井県 団体 亀屋製菓株式会社 

福井県 個人 宮本 真由美 

岐阜県 団体 株式会社フジミインコーポレーテッド各務原工場 

岐阜県 団体 筋力アップ西サークル 

岐阜県 団体 郡上八幡ラジオ体操の会 中央公園支部 

岐阜県 団体 岐阜県山県市 

岐阜県 個人 藤原 勇 

岐阜県 個人 楠 正子 

岐阜県 個人 下田 良枝 

岐阜県 個人 菅谷 企余子 

静岡県 団体 大平台ラジオ体操会 

静岡県 団体 小鹿薬大体操会 

静岡県 団体 高部小グランド会場 

静岡県 団体 八楠公園ラジオ体操会 

静岡県 団体 左口ラジオ体操会 

静岡県 個人 金原 康夫 

静岡県 個人 太田 寛一 

静岡県 個人 川上 征夫 

静岡県 個人 鈴木 美代子 

静岡県 個人 塩沢 武 

静岡県 個人 坂野 金夫 

静岡県 個人 森内 醇 

静岡県 個人 神田 武範 

静岡県 個人 大竹 まり子 

静岡県 個人 服部 貴子 

静岡県 個人 伊藤 ふさ子 
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地域 区別 受賞者名 

静岡県 個人 勝岡 光男 

静岡県 個人 甲賀 文生 

静岡県 個人 飯田 喜一 

静岡県 個人 秋山 等 

静岡県 団体 東小川 1号公園ラジオ体操会 

愛知県 団体 美浜ガス株式会社 

愛知県 団体 弘法おはようラジオ体操会 

愛知県 団体 今川８組ラジオ体操愛好会 

愛知県 団体 東高おやじ倶楽部 

愛知県 団体 岡崎市立大門小学校 

愛知県 団体 ラジオ体操 西里公園 

愛知県 個人 関矢 勇 

愛知県 個人 稲石 アキ 

愛知県 個人 中村 文敏 

愛知県 個人 加藤 義一 

愛知県 個人 水谷 トミエ 

愛知県 個人 森岡 良子 

三重県 個人 小坂 雄宏 

三重県 個人 伊藤 さち子 

三重県 個人 宮崎 克美 

三重県 団体 笹五会 

三重県 団体 笹っパ会 

三重県 個人 監崎 暁美 

滋賀県 団体 株式会社オリエントマイクロウェーブ 

京都府 団体 二ノ丸学区社会福祉協議会 

京都府 団体 株式会社京光製作所  

大阪府 団体 南ヶ丘ラジオ体操会 

大阪府 団体 株式会社堀木工所 

大阪府 団体 株式会社堀内機械 

大阪府 団体 株式会社アシスト 

大阪府 団体 大谷塗料株式会社 

大阪府 個人 大久保 忠尚 

大阪府 個人 蔦井 勝美 

大阪府 個人 吉村 隆史 

大阪府 個人 藤原 美鈴 

大阪府 個人 河原 信子 

大阪府 個人 花岡 稔一 

奈良県 個人 武智 義夫 

奈良県 団体 株式会社ドコモＣＳ関西奈良支店 

奈良県 個人 池上 圭子 

奈良県 団体 高塚台二丁目ラジオ体操クラブ 
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地域 区別 受賞者名 

奈良県 団体 白鳳ふれあいの会 

奈良県 個人 小林 隆 

和歌山県 個人 中川 聖子 

和歌山県 個人 杉浦 政次 

兵庫県 団体 ＨＡＴ海岸通ラジオ体操の会 

兵庫県 団体 東三公園 

兵庫県 団体 原化成株式会社 

兵庫県 団体 鉄人広場ラジオ体操の会 

兵庫県 団体 ロイヤルシャトー尼崎ラジオ体操ともの会 

兵庫県 個人 松 和子 

兵庫県 団体 妙法寺台ラジオ体操の会 

鳥取県 団体 株式会社ビック・ツール 

鳥取県 団体 こおげ建設株式会社 

鳥取県 団体 社会福祉法人日南福祉会 

島根県 団体 知夫村役場 

島根県 団体 株式会社コダマ 

岡山県 団体 丸五ゴム工業株式会社 

岡山県 団体 株式会社ワカサ 

岡山県 団体 株式会社安田工業所 

岡山県 団体 早おきラジオ体操同操会 

岡山県 団体 株式会社三木工務店 

広島県 団体 特別養護老人ホームしまなみ苑 

広島県 団体 今津体操会 

広島県 団体 株式会社エフ・ケー・シー 

広島県 団体 美鈴が丘西第一公園ラジオ体操会 

広島県 団体 柿の浦４号公園ラジオ体操会 

山口県 団体 株式会社東洋シート秋芳工場 

山口県 団体 萩市立椿西小学校 

山口県 団体 株式会社横山歯車 

徳島県 団体 有限会社ライフサポートキムラ 

徳島県 団体 株式会社井上組 

徳島県 個人 北 襄治 

徳島県 個人 鷲田 初美 

香川県 団体 富士道路施設株式会社 

香川県 団体 竜王金属株式会社 

香川県 団体 株式会社ナカノ 

愛媛県 団体 ケアハウス幸楽 

愛媛県 団体 四国テクニカルサービス株式会社 

愛媛県 団体 仙味エキス販売株式会社 

高知県 団体 高知県立高知高等技術学校 

高知県 団体 河野製紙株式会社 
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地域 区別 受賞者名 

高知県 個人 宮田 義康 

高知県 個人 上田 啓子 

福岡県 団体 朝倉市役所 

福岡県 団体 株式会社フチガミ 

福岡県 団体 高雄公園がんばろう会 

福岡県 団体 高住町区 

福岡県 団体 山川エンジニアリング株式会社 

佐賀県 団体 神埼市 

佐賀県 団体 株式会社太平プレテック 

佐賀県 団体 社会福祉法人鹿爽会鹿島福祉作業所 

長崎県 団体 株式会社井筒造船所 

熊本県 団体 花寿会（花岡老人会） 

熊本県 団体 熊本県立大津高等学校 

熊本県 団体 学校法人玉名白梅学園玉名女子高等学校 

熊本県 団体 九州オーエム株式会社 

熊本県 団体 ＮＰＯ法人ぽっかぽかすずかけ 

大分県 団体 柳井電機工業株式会社 

大分県 団体 株式会社インテリア大分 

大分県 団体 大分市役所 

大分県 個人 廣田 智信 

宮崎県 団体 株式会社永和産業 

宮崎県 団体 太陽技術コンサルタント株式会社 

宮崎県 団体 松田商事株式会社 

鹿児島県 団体 株式会社日髙工務店 

鹿児島県 個人 日髙 良廣 

鹿児島県 個人 福山 ヒサ子 

沖縄県 個人 佐喜眞 淳 

沖縄県 団体 美原公民館 

沖縄県 団体 興南施設管理株式会社 

沖縄県 団体 株式会社おきさん 

※順不同、敬称略 

※府県等表彰は、ほかに 4名受賞者がいます。 


