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府県等表彰：２３３件

北海道 団体 北見南地区おはようラジオ体操会 北見市

北海道 団体 富丘新生町内会 札幌市

北海道 団体 長栄町会 小樽市

北海道 団体 すぐる食品㈱深川工場 深川市

北海道 団体 上野町会 函館市

北海道 団体 北陽台ラジオ体操会 音更町

北海道 個人 池田　晶信 北見市

北海道 個人 宮田　静二 旭川市

北海道 個人 本間　勇夫 士別市

北海道 個人 国井　マサ子 札幌市

北海道 個人 山田　ハルノ 札幌市

北海道 個人 武川　俊司 小樽市

北海道 個人 杉立　利一 浦河町

北海道 個人 斉藤　知子 苫小牧市

北海道 個人 藤原　税 赤平市

北海道 個人 片山　正子 函館市

北海道 個人 藤巻　貞子 標津町

北海道 個人 田保　和枝 別海町

北海道 個人 佐久間　俊将 音更町

青森 団体 マルイチ工業株式会社 鯵ヶ沢町

青森 団体 日本原燃株式会社 六ヶ所村

青森 団体 むつ小川原石油備蓄株式会社 六ヶ所村

青森 団体 株式会社工藤左官工業 青森市

岩手 個人 畠山　正 盛岡市

宮城 団体 東北大江工業株式会社 柴田町

宮城 団体 早林会 仙台市

宮城 団体 鶴ヶ谷中央公園ラジオ体操クラブ 仙台市

宮城 個人 氏家　敏夫 仙台市

秋田 団体 株式会社　山二 秋田市

秋田 団体 仙北市立白岩小学校 仙北市

秋田 個人 高橋　次男 秋田市

秋田 個人 小畑　敬三郎 大仙市

山形 団体 南松原ラジオ体操会 山形市

山形 団体 東舗工業株式会社 新庄市

山形 個人 塚本　祖玄 米沢市

福島 団体 阿部製粉株式会社 郡山市

茨城 団体 株式会社照栄製作所 日立市

茨城 団体 育良精機製作所株式会社　玉戸工場 筑西市

茨城 個人 小野　公之 土浦市

栃木 団体 株式会社電興製作所 鹿沼市

栃木 団体 滝沢ハム株式会社　西方工場「魁」 西方町

栃木 団体 株式会社栃木日本板硝子 佐野市

栃木 個人 大久保　寿夫 小山市

栃木 個人 向井　直子 小山市

群馬 団体 サンヨー食品株式会社　管理本部開発部 前橋市

群馬 団体 七区ラジオ体操会 みどり市

群馬 個人 井上　トシヱ 前橋市

群馬 個人 設楽　節子 高崎市

群馬 個人 井野口　利江 館林市

群馬 個人 増山　千鶴子 館林市

群馬 個人 江村　賢一 みどり市

埼玉 団体 富士見市役所 富士見市

埼玉 団体 株式会社さくらテックス 川越市

埼玉 団体 株式会社アラコウ 秩父市
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埼玉 団体 大宮土手２丁目子ども会 さいたま市

埼玉 個人 森　み江 八潮市

埼玉 個人 池田　實 春日部市

埼玉 個人 渡辺　充 さいたま市

埼玉 個人 斉藤　祐助 さいたま市

千葉 団体 阿部建設株式会社 旭市

千葉 団体 千葉市花見川区幕張本郷幕張台ラジオ体操会 千葉市

千葉 団体 木更津市畑沢２丁目　打越公園ラジオ体操会 木更津市

千葉 個人 木村　正男 松戸市

千葉 個人 鈴木　一徳 館山市

東京 団体 前原小ラジオ体操会 小金井市

東京 団体 西東京市下保谷公園体操会 西東京市

東京 団体 氷川ラジオ体操会 豊島区

東京 団体 三田豊岡町会 港区

東京 団体 深川ラジオ体操会 江東区

東京 団体 東久留米市滝山公園体操会 東久留米市

東京 団体 広友物産株式会社 港区

東京 個人 杉山　秀二郎 日野市

東京 個人 佐々木　一恵 東村山市

東京 個人 内田　信子 墨田区

東京 個人 髙見沢　好子 墨田区

東京 個人 藤原　義人 東大和市

東京 個人 古木　光恵 小平市

東京 個人 土方　保子 大田区

東京 個人 一色　富彌 世田谷区

東京 個人 井上　恵市 北区

東京 個人 田村　美代子 板橋区

東京 個人 生井　須麻 中野区

東京 個人 藤　勉 杉並区

東京 個人 霜田　實 葛飾区

東京 個人 原　己喜夫 足立区

東京 個人 一家　勝子 足立区

東京 個人 吉嶋　守敏 台東区

東京 個人 今井　要一 台東区

東京 個人 青木　和幸 文京区

東京 個人 相蘇　紀明 文京区

東京 個人 長谷　愛子 目黒区

東京 個人 平賀　孝男 中央区

東京 個人 大川　満子 荒川区

東京 個人 三山　陽士 新宿区

東京 個人 澤本　孝代 千代田区

山梨 団体 東光寺東部自治会体操会 甲府市

山梨 団体 上連雀自治会「夏休みラジオ体操の会」 甲府市

神奈川 団体 馬淵建設株式会社 横浜市

神奈川 団体 大沢を考える会 相模原市

神奈川 個人 小沢　小百合 藤沢市

新潟 個人 金井　孝司 上越市

長野 団体 新日本設計株式会社 長野市

長野 団体 株式会社タク技研　 佐久市

富山 団体 明治薬品株式会社 富山市

富山 団体 中央商事株式会社 富山市

富山 団体 山岸建設株式会社 富山市

富山 団体 ユウホー設備株式会社 魚津市

石川 団体 株式会社エリオ 加賀市

石川 団体 東金沢町会子ども会 金沢市

石川 個人 河村　愼三 金沢市

福井 団体 武生特殊鋼材株式会社 武生市

福井 団体 株式会社ニホンパッケージ 福井市

福井 団体 福井ボイラー工業株式会社 福井市
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岐阜 団体 有限会社吉城環境管理センター 飛騨市

岐阜 団体 株式会社名鵬工業 可児市

岐阜 団体 越美化成株式会社 郡上市

静岡 団体 青空ラジオ体操会 焼津市

静岡 団体 いせぎラジオ体操会 焼津市

静岡 団体 富士見工業株式会社 静岡市

静岡 団体 浜北ラジオ体操連盟小松会場 浜松市

静岡 団体 東部公民館ラジオ体操会 浜松市

静岡 団体 草薙門前公園会場 静岡市

静岡 団体 長崎自治会広場会場 静岡市

静岡 団体 株式会社トウネツ 富士宮市

静岡 団体 アオキトランス株式会社 静岡市

静岡 個人 川村　澄子 焼津市

静岡 個人 曽根　和一 焼津市

静岡 個人 浦田　桜男 焼津市

静岡 個人 岩本　光平 静岡市

静岡 個人 青島　恒夫 静岡市

静岡 個人 岡本　定雄 浜松市

静岡 個人 小柴　信子 三島市

静岡 個人 須原　瑞子 三島市

静岡 個人 神谷　巌 浜松市

静岡 個人 廣岡　彦雄 浜松市

愛知 団体 日曜体操会 名古屋市

愛知 団体 株式会社アイホク 岩倉市

愛知 団体 寺田タカロン株式会社 津島市

愛知 個人 長井　秀義 名古屋市

三重 団体 株式会社ウエスギ 四日市市

三重 団体 双庸電子株式会社 四日市市

三重 団体 有限会社伊勢丘商店 松阪市

滋賀 団体 岐建株式会社 彦根市

滋賀 団体 甲西陸運株式会社 湖南市

滋賀 団体 新協化成工業株式会社 湖南市

滋賀 団体 株式会社ナカガワファクトリー 草津市

滋賀 団体 株式会社大島商会 湖南市

滋賀 団体 株式会社水口テクノス 甲賀市

滋賀 団体 株式会社ハセック 甲賀市

滋賀 団体 東レ・プレシジョン株式会社 大津市

滋賀 団体 株式会社辻正 甲賀市

滋賀 団体 湖北精工株式会社 長浜市

京都 個人 簗瀬　シズノ 京都市

京都 個人 名越　多津子 京都市

京都 個人 西堀　和子 京都市

大阪 団体 阪和化工機株式会社 大阪市

大阪 団体 東陽建設工機株式会社 大阪市

大阪 団体 枚方市伊加賀南町自治会ラジオ体操部 枚方市

大阪 個人 谷掛　久子 大阪市

大阪 個人 柗本　繁樹　 大阪市

大阪 個人 田端　ふみ 大阪市

大阪 個人 安達　二郎 大阪市

大阪 個人 亀井　知己子 大阪市

大阪 個人 小坂　節子 大阪市

大阪 個人 吉岡　恭二 大阪市

大阪 個人 寺田　静雄 大阪市

大阪 個人 関本　優 大阪市

大阪 個人 西井　源一 大阪市

大阪 個人 奥野　康直 岸和田市

大阪 個人 山田　眞知子 茨木市

大阪 個人 柴田　富士彦 大阪市

大阪 個人 山本　孝子 大阪市
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奈良 団体 佐藤薬品工業株式会社 橿原市

兵庫 団体 仁川まちづくり協議会　ラジオ体操の会 宝塚市

兵庫 団体 わくわくスポーツクラブ　ラジオ体操の会 神戸市

兵庫 団体 友愛訪問グループ　ひのくら健康クラブ 神戸市

兵庫 団体 常光寺元町団地　フラワーグループ 尼崎市

兵庫 団体 ラジオ体操　中山寺 宝塚市

兵庫 団体 栄町ラジオ体操クラブ 朝来市

兵庫 団体 株式会社ヤスナ設計工房 姫路市

兵庫 団体 洲本早朝ラジオ体操の会 洲本市

兵庫 個人 日下　茂 朝来市

鳥取 団体 鳥取市掛出ラジオ体操会 鳥取市

島根 団体 株式会社守谷刃物研究所 安来市

島根 団体 山陰酸素エンジニアリング株式会社 松江市

岡山 団体 株式会社　林ケミック 玉野市

広島 団体 福山市ラジオ体操連盟 福山市

広島 団体 チューリップ株式会社加計工場 安芸太田町

広島 団体 有限会社甲奴砕石 三次市

広島 個人 兼重　璋夫 広島市

山口 団体 新興プランテック株式会社　岩国事業所 岩国市

山口 団体 須々万子ども会連合会 周南市

山口 団体 指月建設株式会社 萩市

山口 団体 関門三協工業株式会社 下関市

徳島 個人 松枝　知子 徳島市

徳島 個人 三木　トミ子 徳島市

徳島 個人 伊勢　敏江 徳島市

徳島 個人 山田　ミツ子 徳島市

香川 個人 伊藤　正信 坂出市

香川 個人 富田　雅昭 高松市

愛媛 団体 仙味エキス株式会社 大洲市

愛媛 個人 森川　純行 大洲市

高知 個人 大﨑　嘉代 高知市

高知 個人 吉村　きみ子 高知市

福岡 団体 茶屋の原団地　寿会 北九州市

福岡 団体 近鉄エンジニアリング株式会社　福岡支社 大牟田市

佐賀 団体 小島食品工業株式会社 伊万里市

佐賀 団体 島内産業株式会社 小城市

長崎 団体 株式会社　山口運輸 長崎市

長崎 団体 株式会社ＮＴＴ西日本ホームテクノ九州長崎営業所 佐世保市

長崎 団体 協和機工株式会社 佐世保市

長崎 個人 松本　春代 長崎市

熊本 団体 球磨村森林組合 球磨村

熊本 団体 株式会社南星ウインテック 菊池市

熊本 団体 吉野電子工業株式会社 南関町

熊本 団体 社会福祉法人　水俣市社会福祉事業団 水俣市

熊本 団体 社会福祉法人翠光園　翠光園老人ホーム あさぎり町

大分 団体 城南校区民生委員児童委員協議会 大分市

大分 団体 軽費老人ホーム別府石垣園 別府市

大分 団体 株式会社　メンテナンス 大分市

大分 団体 鶴崎健康づくりラジオ体操の会 大分市

宮崎 団体 綾町社会福祉協議会　綾町ケアハウス　うるおいの里 綾町

宮崎 個人 倉永　敏充 新富町

鹿児島 団体 旭信興産株式会社 鹿屋市

鹿児島 団体 吉村醸造株式会社 いちき串木野市

鹿児島 団体 サンノー食品株式会社 曽於市

鹿児島 団体 鹿児島仮設機械株式会社 鹿児島市

沖縄 団体 有限会社愛地モータース 南城市

沖縄 団体 國和設備工業株式会社 那覇市

沖縄 個人 平良　真平 那覇市

※府県等表彰は、他に３件の受賞があります。
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