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府県等表彰：２１５件
地域 区別 受賞者名 所在地
北海道 団体 屯田西公園ラジオ体操会 札幌市

北海道 団体 タイヤ公園ラジオ体操会 函館市

北海道 団体 柳町ラジオ体操会 釧路市

北海道 団体 大空町連合自治会 帯広市

北海道 団体 潮見台ラジオ体操会 小樽市

北海道 団体 大同電設株式会社　室蘭支店 室蘭市

北海道 個人 吉村　正治 札幌市

北海道 個人 熊倉　雄一 札幌市

北海道 個人 工藤　洋子 函館市

北海道 個人 角本　勇 旭川市

北海道 個人 金澤　澄男 旭川市

北海道 個人 森田　芳美 中標津町

北海道 個人 三坂　真智子 網走市

北海道 個人 井戸　正麿 北見市

北海道 個人 佐藤　昭雄 士幌町

北海道 個人 土屋　幸彦 小樽市

北海道 個人 猪股　瑞彦 苫小牧市

北海道 個人 久本　勝二 深川市

北海道 個人 石田　昇 深川市

青森 団体 株式会社サンワドー　本社 青森市

青森 団体 五戸町民健康ラジオ体操の会 五戸町

青森 団体 株式会社石郷岡 弘前市

岩手 団体 東北電設工業株式会社 北上市

宮城 団体 はたけなか製麺株式会社 白石市

宮城 個人 入江　徳子 仙台市

宮城 個人 若有　保 仙台市

秋田 団体 三和興業株式会社　秋田支店 秋田市

秋田 団体 株式会社東北機械製作所 秋田市

秋田 個人 小木田　喜美雄 秋田市

秋田 個人 渡辺　美和子 大館市

山形 団体 東北電化工業株式会社 山形市

山形 団体 山形電設株式会社 山形市

山形 個人 鬼嶋　日出夫 山形市

福島 団体 コバックス株式会社 福島市

福島 団体 株式会社サンエイ海苔 相馬市

茨城 団体 常陸大理石株式会社 常陸太田市

茨城 個人 五月女　和夫 土浦市

栃木 団体 丸山工業株式会社 宇都宮市

栃木 団体 東昭建設株式会社 矢板市

栃木 団体 株式会社浜屋組道路部 矢板市

栃木 個人 岩木　照代 足利市

群馬 団体 関東製酪株式会社 前橋市

群馬 団体 箕郷町体育振興会 高崎市

群馬 団体 前橋市千代田町三丁目ラジオ体操会 前橋市

群馬 個人 神野　シヅエ 高崎市

群馬 個人 大橋　侃 高崎市

群馬 個人 田中　英彰 高崎市

群馬 個人 土屋　昭一 前橋市

埼玉 団体 早起きラジオ体操会 鶴ヶ島市

埼玉 団体 八潮精機株式会社 八潮市

埼玉 団体 大成地区体育振興会 さいたま市

埼玉 団体 谷塚町兎町会 草加市

埼玉 個人 石嶋　顕 鶴ヶ島市

埼玉 個人 松浦　光男 春日部市

埼玉 個人 髙野　幸子 草加市

埼玉 個人 田中　秋弘 さいたま市

千葉 団体 株式会社タムラカントウ 千葉市

千葉 団体 城山同好会 館山市

千葉 個人 土井　詢子 市川市

東京 団体 東山ラジオ体操会 目黒区

東京 団体 江戸川区葛西東公園ラジオ体操会 江戸川区

東京 団体 高三児童遊園ラジオ体操会 豊島区

東京 団体 八王子トリム体操連盟 八王子市

東京 個人 藤原　健一郎 千代田区

東京 個人 小沢　基 中央区

東京 個人 鈴木　和子 荒川区

東京 個人 太田　富美雄 台東区

東京 個人 関口　智恵子 台東区

東京 個人 堀内　喜司夫 文京区
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東京 個人 田中　季彦 江東区

東京 個人 鈴木　節子 墨田区

東京 個人 武田　耕一 墨田区

東京 個人 大塚　貞男 葛飾区

東京 個人 高松　秀夫 足立区

東京 個人 栗原　里江 足立区

東京 個人 永野　よし子 杉並区

東京 個人 比田　福子 新宿区

東京 個人 江木　和子 新宿区

東京 個人 須藤　聖子 板橋区

東京 個人 山口　宗秋 渋谷区

東京 個人 谷川　ヨシ 世田谷区

東京 個人 渡邊　昭 大田区

東京 個人 廣松　サツ子 東村山市

東京 個人 藤田　文雄 東久留米市

東京 個人 永井　勇 武蔵野市

東京 個人 山屋　敬介 小平市

東京 個人 杉木　直子 西東京市

東京 個人 伊藤　奎太郎 東大和市

東京 個人 大久保　はる子 日野市

山梨 団体 南アルプス市体育指導委員会 南アルプス市

神奈川 団体 横浜市安全管理局 横浜市

神奈川 個人 櫻井　房子 横浜市

新潟 団体 株式会社みゆき堂本舗 新潟市

新潟 団体 阿部幸製菓株式会社 小千谷市

新潟 団体 末広ラジオ体操会 小千谷市

新潟 団体 小千谷早朝走ろう会 小千谷市

長野 団体 石井電気工業株式会社 上田市

長野 個人 平出　勲 長野市

富山 団体 株式会社黒東アメニティ公社 入善町

富山 団体 株式会社福光組 南砺市

富山 個人 米丘　富美子 朝日町

石川 団体 発紘電機株式会社 白山市

石川 団体 根上工業株式会社 能美市

石川 個人 谷口　正佑 加賀市

石川 個人 臼井　利紀 金沢市

福井 団体 エルシーコープ株式会社 坂井市

福井 団体 井上リボン工業株式会社 越前市

福井 団体 小林化工株式会社 あわら市

岐阜 団体 丸千被服株式会社 郡上市

岐阜 団体 岐阜エヌディエス工事株式会社 岐阜市

岐阜 団体 ハラ建設株式会社 中津川市

岐阜 団体 三和化工株式会社 養老町

岐阜 団体 長良公園ラジオ体操の会 岐阜市

岐阜 団体 株式会社堀部工務店 本巣市

静岡 団体 寺島南会場 浜松市

静岡 団体 駅前ラジオ体操会 焼津市

静岡 団体 石津浜ラジオ体操会 焼津市

静岡 団体 栄田神社ラジオ体操会 焼津市

静岡 団体 丸子ラジオ体操会 静岡市

静岡 団体 天皇原公園毎日体操会場 静岡市

静岡 団体 中島金太郎健康づくりクラブラジオ体操会 小山町

静岡 団体 ケーブルテクニカ株式会社 川根本町

静岡 団体 株式会社神田組 川根本町

静岡 個人 氏原　増郎 浜松市

静岡 個人 池田　四郎 焼津市

静岡 個人 河合　敏雄 焼津市

静岡 個人 薮崎　敏子 焼津市

静岡 個人 山本　静 焼津市

静岡 個人 古川　つま子 三島市

静岡 個人 瀧　利子 三島市

静岡 個人 大河　信子 清水町

静岡 個人 伊藤　正雄 静岡市

静岡 個人 塚本　美知江 静岡市

愛知 団体 株式会社髙津製作所 名古屋市

愛知 団体 株式会社山下製作所 名古屋市

愛知 団体 株式会社ナカノ工業 半田市

愛知 団体 グループホーム東栄の家 東栄町

愛知 団体 三谷ラジオ体操愛好会 蒲郡市

愛知 個人 蟹江　良三 名古屋市

愛知 個人 丸山　洋生 名古屋市

愛知 個人 杉戸　清八 名古屋市

三重 団体 株式会社浜与 鳥羽市

三重 団体 津市養正地区ラジオ体操会 津市



滋賀 個人 谷本　一枝 高島市

京都 個人 柿谷　満 京都市

京都 個人 玉村　謙典 京都市

京都 個人 京都市

大阪 団体 株式会社デンロコーポレーション 大阪市

大阪 団体 治水緑地ラジオ体操会 寝屋川市

大阪 個人 杉本　良子 大阪市

大阪 個人 竹森　節子 茨木市

大阪 個人 山﨑　和夫 大阪市

大阪 個人 大阪市

大阪 個人 佐藤　久雄 箕面市

奈良 団体 株式会社丸国林業 香芝市

奈良 団体 社会福祉法人室生会　特別養護老人ホーム室生園 宇陀市

奈良 団体 株式会社奈良マツダ 奈良市

奈良 団体 株式会社イムラ封筒（奈良新庄工場） 葛城市

奈良 団体 葛城公園さわやかクラブ 御所市

和歌山 団体 大勝浦体操の会 那智勝浦町

和歌山 個人 小嶋　英嗣 那智勝浦町

兵庫 団体 津田さくら公園青空ふれあい会 姫路市

兵庫 団体 神戸健康ライフプラザラジオ体操会 神戸市

兵庫 団体 布引の滝愛山会 神戸市

兵庫 個人 山村　賢二 神戸市

鳥取 団体 カドヤ電設株式会社 鳥取市

鳥取 団体 ＮＯＫ株式会社　鳥取事業場 南部町

鳥取 団体 株式会社山陰運送 鳥取市

島根 団体 社会福祉法人邑智福祉振興会　愛香園 邑南町

岡山 団体 エヌイーシール株式会社 吉備中央町

岡山 団体 ユーサン精密株式会社 吉備中央町

広島 団体 舟入第一公園ラジオ体操会 広島市

広島 個人 髙垣　元昭 福山市

山口 団体 不二産業株式会社 下松市

山口 団体 近藤商事株式会社 下松市

山口 団体 宇部新川連合　島五十字会 宇部市

山口 個人 植木　啓史 宇部市

徳島 個人 美馬　良造 徳島市

徳島 個人 村山　悦雄 徳島市

徳島 個人 出口　明次 徳島市

徳島 個人 脇田　マサ子 徳島市

香川 団体 社会福祉法人みとし会特別養護老人ホーム　楽陽荘 観音寺市

愛媛 団体 株式会社タステム 新居浜市

愛媛 団体 株式会社中央動力 新居浜市

愛媛 団体 日本食研株式会社 今治市

高知 団体 江ノ口東公園ラジオ体操グループ 高知市

高知 団体 明徳義塾中高等学校 須崎市

長崎 団体 高来地域ラジオ体操コンクール実行委員会 諫早市

長崎 団体 社会福祉法人　新城保育園 大村市

長崎 個人 竹内　綾子 畝刈町

福岡 団体 コンピュータエンジニアリング株式会社 福岡市

福岡 団体 株式会社久留米鉄工 久留米市

佐賀 団体 株式会社岩田工業所 唐津市

佐賀 団体 ㈱マベック 佐賀市

佐賀 団体 牟田建設株式会社 吉野ヶ里町

熊本 団体 光進建設株式会社 熊本市

熊本 団体 東鋼シャッター株式会社 合志市

熊本 団体 九州武蔵精密株式会社 錦町

熊本 団体 植木町立植木北中学校 植木町

熊本 個人 山本　宣親 熊本市

大分 団体 株式会社友岡建設 竹田市

大分 団体 大分川ラジオ体操同好会 大分市

大分 団体 有限会社小野モータース 国東市

大分 団体 株式会社巽工業 大分市

宮崎 団体 福栄産業株式会社 西都市

宮崎 団体 社会福祉法人綾康会　特別養護老人ホームやすらぎの里 綾町

宮崎 団体 雲海酒造株式会社綾工場 綾町

鹿児島 団体 株式会社日本計器鹿児島製作所 南九州市

沖縄 団体 識名ラジオ体操・グランドゴルフ会 那覇市

沖縄 団体 有限会社長浜冷機 浦添市

沖縄 個人 金城　永枝 浦添市

沖縄 個人 知名　定一 八重瀬町

※府県等表彰は、他に３件の受賞があります。


