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府県等表彰（268団体・名）

北海道 団体 当別町ラジオ体操連盟 当別町
北海道 団体 入船公園ラジオ体操会 小樽市
北海道 団体 緑園通ラジオ体操同好会 函館市
北海道 団体 北見美山地区おはようラジオ体操会 北見市
北海道 団体 中鈴蘭若葉会 音更町
北海道 個人 杉渕　則幸 三笠市
北海道 個人 佐々木　信子 滝川市
北海道 個人 島田　清司 札幌市
北海道 個人 中村　イク子 札幌市
北海道 個人 池田　昌司 小樽市
北海道 個人 尾形　廣治 函館市
北海道 個人 工藤　のり子 旭川市
北海道 個人 梅原　勝雄 旭川市
北海道 個人 小原　敏 北見市
北海道 個人 太田　助 士幌町
北海道 個人 斉藤　俊己 標津町
北海道 個人 小玉　一郎 中標津町
青森県 団体 株式会社マルイチ運送 鰺ヶ沢町
青森県 団体 安方町会 青森市
青森県 団体 安方クリニック 青森市
青森県 団体 株式会社南建設 弘前市
岩手県 団体 前九年早朝ラジオ体操会 盛岡市
岩手県 個人 吉田　ノリ 奥州市
岩手県 個人 小野寺　幸二 奥州市
岩手県 個人 千葉　キクコ 奥州市
秋田県 団体 株式会社秋田クボタ 秋田市
秋田県 団体 伊藤電気株式会社 大仙市
秋田県 団体 医療法人仁恵会障害者総合支援事業所　松風 湯沢市
秋田県 個人 田中　多輔 三種町
宮城県 団体 株式会社菓匠三全 大河原町
宮城県 団体 南光運輸株式会社 石巻市
宮城県 個人 渡　勝利 仙台市
宮城県 個人 大森　りつ 白石市
山形県 団体 株式会社マイスター 寒河江市
山形県 団体 川西精密株式会社 山辺町
山形県 団体 佐竹建設株式会社 三川町
山形県 団体 高島電機株式会社 山形市
福島県 団体 福島市瀬上町論田町内会ラジオ体操会 福島市
福島県 団体 東北ネヂ製造株式会社 いわき市
福島県 個人 久保田　さよ子 福島市
茨城県 団体 はまなすラジオ体操会 鹿嶋市
茨城県 団体 有限会社　大洋産業 鉾田市
栃木県 団体 東原公園ラジオ体操会 宇都宮市
栃木県 団体 泉町ラジオ体操会 鹿沼市
栃木県 団体 社会福祉法人　敬愛会 那須烏山市
栃木県 団体 茂木町 茂木町
群馬県 団体 吾妻山ラジオ体操の会 桐生市
群馬県 団体 上並榎町　てっちゃん体操会 高崎市
群馬県 団体 株式会社鐵建 藤岡市
群馬県 個人 北村　公明 高崎市
群馬県 個人 中澤　満知子 高崎市
群馬県 個人 後閑　淳一 高崎市
群馬県 個人 土屋　光子 高崎市
群馬県 個人 藤井　正久 沼田市
埼玉県 団体 内谷ラジオ体操会 春日部市
埼玉県 団体 笹丸ラジオ体操愛好会 さいたま市
埼玉県 団体 株式会社サンキホーム 嵐山町
埼玉県 個人 小倉　義雄 八潮市
埼玉県 個人 橋口　武治 八潮市
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埼玉県 個人 松根　洋右 和光市
千葉県 団体 千葉市千城台コミュニティセンターラジオ体操会 千葉市
千葉県 団体 佐倉市長谷津じどう公園ラジオ体操会 佐倉市
千葉県 団体 ウヤマ産業株式会社 野田市
千葉県 団体 株式会社アルファテクノ 習志野市
千葉県 団体 ルネ西船橋シニアクラブ 船橋市
千葉県 個人 志村　幸子 千葉市
千葉県 個人 渡邉　まさ子 富津市
千葉県 個人 田島　義弘 市川市
東京都 団体 円融寺ラジオ体操の会 目黒区
東京都 団体 中央区ラジオ体操会連盟 中央区
東京都 団体 大山公園ラジオ体操会 渋谷区
東京都 団体 スズエグループ　特許業務法人スズエ国際特許事務所 港区
東京都 団体 青空ラジオ体操会 足立区
東京都 団体 吉野町会 台東区
東京都 団体 北砂ラジオ体操会 江東区
東京都 団体 武蔵野市ラジオ体操会連盟桜堤会場 武蔵野市
東京都 団体 東久留米市ラジオ体操プラザ体操会 東久留米市
東京都 団体 株式会社アドックインターナショナル 立川市
東京都 個人 山本　いよ子 中央区
東京都 個人 鈴木　国子 新宿区
東京都 個人 山下　かずあき 杉並区
東京都 個人 北野　香代 板橋区
東京都 個人 加藤　年子 足立区
東京都 個人 山嵜　正道 荒川区
東京都 個人 山下　勇 豊島区
東京都 個人 安部　幸子 葛飾区
東京都 個人 海老澤　征四郎 墨田区
東京都 個人 高木　秀隆 江戸川区
東京都 個人 及川　新晤 品川区
東京都 個人 小沢　美代子 大田区
東京都 個人 伊藤　芙佐子 小金井市
東京都 個人 上野　嘉昭 西東京市
東京都 個人 栗山　壽美子 狛江市
東京都 個人 荒生　洋子 小平市
東京都 個人 蛭川　筆子 東村山市
東京都 個人 髙荷　信弘 東大和市
東京都 個人 赤木　博 清瀬市
東京都 個人 馬場　キミ代 日野市

神奈川県 団体 道保川公園ラジオ体操会 相模原市
神奈川県 個人 山口　諭 相模原市
山梨県 個人 中沢　龍雄 甲府市
山梨県 個人 内藤　佐代子 甲府市
山梨県 個人 山本　稔 甲府市
山梨県 個人 古谷　清隆 和町
新潟県 団体 藤木鉄工株式会社 聖籠町
新潟県 団体 株式会社近藤組 新潟市
新潟県 団体 株式会社高橋組 十日町市
長野県 団体 天竜精機株式会社 駒ケ根市
長野県 団体 不二越機械工業株式会社 長野市
長野県 団体 株式会社エフケーケー 松本市
長野県 団体 宮坂醸造株式会社 諏訪市
長野県 個人 大石　美雪 長野市
長野県 個人 小口　明 下諏訪町
富山県 団体 水新建設株式会社 富山市
富山県 団体 株式会社つくし工房 富山市
富山県 団体 信栄工業株式会社 南砺市
富山県 団体 株式会社シグマ 高岡市
石川県 団体 石川技研工業株式会社 白山市
石川県 団体 株式会社福井鉄工所 川北町
石川県 団体 大京株式会社 小松市
福井県 団体 カネキ運輸株式会社 福井市
福井県 団体 冨田工業株式会社 坂井市
福井県 団体 勝山市立野向小学校 勝山市
岐阜県 団体 株式会社サンレール 垂井町
岐阜県 団体 株式会社宝機材 瑞穂市



岐阜県 団体 有限会社佐藤鉄工所 美濃市
岐阜県 団体 各務原市ターゲットバードゴルフ協会 各務原市
岐阜県 団体 瑞穂市立巣南中学校 瑞穂市
岐阜県 個人 藤村　幸子 郡上市
岐阜県 個人 鷲見　　正 郡上市
岐阜県 個人 太田　忠義 郡上市
岐阜県 個人 坂井　久子 富加町
静岡県 団体 若宮会場 浜松市
静岡県 団体 東畑屋ラジオ体操の会 浜松市
静岡県 団体 入野地区本竹ラジオ体操愛護会 浜松市
静岡県 団体 八楠一丁田公園ラジオ体操会 焼津市
静岡県 団体 小川宿ラジオ体操会 焼津市
静岡県 団体 白髭神社会場 静岡市
静岡県 団体 市清水社会福祉事業団会場 静岡市
静岡県 個人 桜井　祐一 浜松市
静岡県 個人 水野　新太郎 浜松市
静岡県 個人 石田　榮 焼津市
静岡県 個人 西山　忠快 焼津市
静岡県 個人 池田　和彦 焼津市
静岡県 個人 沼野　加久子 焼津市
静岡県 個人 富山　清子 静岡市
静岡県 個人 平野　正夫 静岡市
静岡県 個人 櫻井　美保子 静岡市
静岡県 個人 内藤　静江 静岡市
静岡県 個人 芹澤　五郎 静岡市
静岡県 個人 仲地　成子 三島市
愛知県 団体 株式会社美装 一宮市
愛知県 団体 株式会社アローエム 春日井市
愛知県 団体 株式会社ウェイクアップ 尾張旭市
愛知県 団体 レディース千成 名古屋市
愛知県 団体 株式会社フルハシ 豊橋市
愛知県 団体 杉国工業株式会社 安城市
愛知県 団体 西中おはようラジオ体操会 知立市
愛知県 団体 蒲郡東部ラジオ体操会 蒲郡市
愛知県 個人 近藤　政雄 北名古屋市
愛知県 個人 畠中　忠次 名古屋市
愛知県 個人 堀　貞之 名古屋市
愛知県 個人 鈴木　弥生子 名古屋市
三重県 団体 猿法師ラジオ体操同好会 四日市市
三重県 個人 尾崎　英夫 四日市市
三重県 個人 高森　ちえ 津市
京都府 団体 晶和電気工業株式会社 京都市
京都府 個人 榎本　泰子 京都市
京都府 個人 梅川　稲雄 京都市
京都府 個人 大槻　弘 京都市
京都府 個人 木村　明佐美 京都市
大阪府 団体 東洋ビューティ株式会社 大阪市
大阪府 団体 西九条上公園ラジオ体操会 大阪市
大阪府 団体 大阪市中央区役所 大阪市
大阪府 団体 野崎観音ラジオ体操会 大東市
大阪府 団体 紀州ファスナー株式会社 東大阪市
大阪府 団体 株式会社ヨネキン 和泉市
大阪府 個人 福田　英治 大阪市
大阪府 個人 塚口　順亮 大阪市
大阪府 個人 新　将勝 大阪市
大阪府 個人 芦田　仁志 大阪市
大阪府 個人 片本　冲 大阪市
大阪府 個人 藤原　三郎 大阪市
大阪府 個人 平井　敏子 茨木市
兵庫県 団体 北伊丹ダイハツ販売株式会社 伊丹市
兵庫県 団体 有野台ラジオ体操の会 神戸市
兵庫県 団体 神戸市立中央体育館ラジオ体操会 神戸市
兵庫県 団体 さわやか健康ラジオ体操 神戸市
兵庫県 団体 福井建設株式会社 養父市
兵庫県 団体 香美町一日市区ラジオ体操愛好会 香美町
兵庫県 団体 株式会社井上マーク製作所 たつの市



兵庫県 個人 牧野　博子 神戸市
兵庫県 個人 安崎　キミ子 神戸市
兵庫県 個人 内村　アヤ子 神戸市
兵庫県 個人 佐藤　信子 神戸市
奈良県 団体 マツダベビー産業株式会社 橿原市
奈良県 団体 美しヶ丘自治会 王寺町
奈良県 団体 南永井万青ラジオ体操の会 奈良市
奈良県 個人 芳野　不二男 奈良市
奈良県 個人 吉永　正實 奈良市
奈良県 個人 難波　鶴吉 奈良市
奈良県 個人 牧野　節子 御所市
奈良県 個人 松尾　修 大和郡山市
奈良県 個人 福西　敏昭 大和郡山市

和歌山県 団体 東公園ラジオ体操会 和歌山市
和歌山県 団体 三木理研工業株式会社 和歌山市
和歌山県 団体 ライオンケミカル株式会社 有田市
和歌山県 団体 株式会社山長商店 田辺市
和歌山県 団体 尾高ゴム工業株式会社 紀の川市
和歌山県 団体 栄ラジオ体操クラブ 白浜町
鳥取県 団体 琴浦町教育委員会事務局 琴浦町
島根県 団体 株式会社ユニコン 松江市
岡山県 団体 富士岡山運搬機株式会社 津山市
岡山県 団体 備北粉化工業株式会社 新見市
広島県 団体 株式会社シンセラ 世羅町
広島県 団体 ばら公園体操会 福山市
広島県 個人 徳清　千恵子 安芸高田市
山口県 団体 江口建設株式会社 防府市
山口県 団体 山口市立白石小学校 山口市
山口県 団体 富士商株式会社 山陽小野田市
山口県 団体 萩松陰ラジオ体操愛好会 萩市
徳島県 団体 株式会社ヨコタコーポレーション 吉野川市
徳島県 団体 徳島三菱自動車販売株式会社 徳島市
徳島県 個人 四宮　通治 徳島市
徳島県 個人 畑岡　久子 徳島市
香川県 団体 協拓建設株式会社 高松市
香川県 団体 株式会社アムロン 高松市
愛媛県 団体 協同組合一宮開発グループ 新居浜市
愛媛県 団体 シンワ株式会社 四国中央市
愛媛県 団体 株式会社濱﨑組 松山市
高知県 団体 明神水産株式会社 黒潮町
高知県 団体 株式会社栄光工業 南国市
高知県 個人 山下　敏武 須崎市
高知県 個人 山中　重作 高知市
福岡県 団体 鶴田工業株式会社 福岡市
福岡県 団体 美松町　町内会 福岡市
福岡県 団体 ＡＮＡセールス株式会社福岡支店 福岡市
福岡県 団体 不二貿易株式会社 北九州市
福岡県 団体 株式会社池田製作所 岡垣町
福岡県 団体 勝和産業株式会社 筑後市
福岡県 団体 福永工業株式会社 大牟田市
佐賀県 団体 株式会社南高青果　佐賀支店 佐賀市
佐賀県 団体 株式会社原田鉄工 佐賀市
佐賀県 団体 株式会社そよかぜ館　道の駅そよかぜ館 佐賀市
長崎県 団体 有田工業株式会社 諫早市
長崎県 団体 株式会社三基 長崎市
長崎県 団体 有限会社新北松衛生社 佐世保市
長崎県 団体 大坪建設株式会社 平戸市
熊本県 団体 天草設備株式会社 天草市
熊本県 団体 アイシン九州株式会社 熊本市
熊本県 団体 熊本市立田底小学校 熊本市
熊本県 団体 氷川町立竜北西部小学校 氷川町
大分県 団体 大分トステム株式会社 大分市
大分県 団体 青葉台ラジオ体操会 大分市
大分県 団体 有限会社原はつり工業 大分市
大分県 個人 倉掛　紀美代 大分市
宮崎県 団体 原建設株式会社 都城市



宮崎県 団体  ビィーティーヴィーケーブルテレビ株式会社 都城市
宮崎県 団体 株式会社コマツレンタル宮崎 宮崎市
宮崎県 団体 株式会社岡田商店 美郷町

鹿児島県 団体 大隅肝属地区消防組合南部消防署 錦江町
鹿児島県 団体 鹿屋西原ラジオ体操会 鹿屋市
鹿児島県 団体 株式会社川北電工 薩摩川内市
鹿児島県 団体 鹿児島市立いしき園 鹿児島市
沖縄県 団体 マンタ公園ラジオ体操会 石垣市
沖縄県 団体 和光アクシス株式会社 南風原町
沖縄県 団体 株式会社丸秀 宮古島市
沖縄県 団体 有限会社ミフネ理建 宮古島市

※敬称略


