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別紙 4 

平成 28 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（282 団体・名） 

地域 区別 受賞者名 

北海道 団体 新生公園ラジオ体操会 

北海道 団体 余市水泳スポーツ少年団 

北海道 団体 新和会 

北海道 団体 日吉タコ公園ラジオ体操会 

北海道 団体 緑が丘ラジオ体操会 

北海道 団体 北見三輪西地区おはようラジオ体操会 

北海道 団体 町立弟子屈養護老人ホーム倖和園 

北海道 団体 大地みらい信用金庫  

北海道 団体 池田町１１丁目町内会 

北海道 個人 中村 英次郎 

北海道 個人 桑原 めぐみ 

北海道 個人 永田 貴信 

北海道 個人 朴木 康廣 

北海道 個人 大渕 悦子 

北海道 個人 西河 弘吉 

北海道 個人 猪狩 静夫 

青森県 団体 鰺ヶ沢町役場 

青森県 団体 株式会社アジデン 

青森県 団体 株式会社蛯沢ハウス 

青森県 個人 岩見 裕 

岩手県 団体 東松園２・３丁目町内会 

岩手県 団体 南矢幅４区ラジオ体操サークル 

岩手県 団体 岩手県矢巾町教育委員会 社会教育課 

岩手県 団体 百栄会 

宮城県 団体 株式会社アクティブオート 

宮城県 団体 株式会社櫻工房 

宮城県 個人 山口 衞 

宮城県 個人 中澤 久雄 

秋田県 個人 小玉 富雄 

秋田県 団体 日本機械工業株式会社 

秋田県 団体 花岡土建株式会社 

秋田県 団体 株式会社両羽 

山形県 団体 トヨタカローラ山形株式会社 

山形県 団体 愛宕ラジオ体操会 

山形県 団体 有限会社滝口製作所 

山形県 個人 小島 卓二 
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地域 区別 受賞者名 

福島県 団体 福島県天栄村立湯本小学校 

福島県 団体 ラジオ体操＆歩こう会 

福島県 団体 ＮＰＯ法人みんなのとなり組 

福島県 個人 山地 稔 

茨城県 団体 天神前むつみサロン会 

茨城県 団体 株式会社 堀江測量設計 

栃木県 団体 瑞穂野地区健康づくり推進協議会 

栃木県 団体 天笠段ボール工業株式会社 

栃木県 団体 株式会社清水造園 

栃木県 個人 柴﨑 享子 

栃木県 個人 日下田 和美 

群馬県 団体 ＰＰＫエクササイズ in 高崎 

群馬県 団体 松井田町グラウンド・ゴルフ協会 

群馬県 個人 五十嵐 恭子 

群馬県 個人 布川 久子 

群馬県 個人 中里 秀夫 

群馬県 個人 豊泉 伊三男 

群馬県 個人 塩沢 長子 

群馬県 個人 奥井 昌三 

埼玉県 団体 高州３丁目東町会 

埼玉県 団体 鷹野１丁目八木郷町会 

埼玉県 団体 鴻巣市役所 

埼玉県 団体 株式会社沼尻電気工事 

埼玉県 団体 ヤマダ産業株式会社 

埼玉県 団体 今朝も元気快 

埼玉県 個人 山田 一男 

埼玉県 個人 髙橋 富士雄 

千葉県 団体 さなぐら早起き会 

千葉県 団体 西岬健康クラブ 

千葉県 団体 富津ラジオ体操笑健の会 

千葉県 団体 木更津市八幡台ラジオ体操会 

千葉県 団体 株式会社インスメタル 

千葉県 個人 川畑 満子 

千葉県 個人 中谷 正信 

千葉県 個人 小川 秀雄 

東京都 団体 神明宮ラジオ体操会         

東京都 団体 株式会社東京ドームスポーツ 

東京都 団体 品川区ラジオ体操連盟 

東京都 団体 三鷹市青少年対策中原地区委員会 

東京都 団体 下谷公園体操会 

東京都 個人 高田 清勝 
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地域 区別 受賞者名 

東京都 個人 早川 チヨノ 

東京都 個人 池上 次夫 

東京都 個人 須藤 愛子 

東京都 個人 大島 芳材 

東京都 個人 渡邊 順子 

東京都 個人 大野 昌三 

東京都 個人 奥本 光子 

東京都 個人 長谷川 太作 

東京都 個人 相澤 昭司 

東京都 個人 奈良 弘子 

東京都 個人 永野 美子 

東京都 個人 岡部 弘 

東京都 個人 原 節代 

東京都 個人 山本 亨次 

東京都 個人 中井 基博 

東京都 個人 沢登 美智子 

東京都 個人 神藤 春枝 

東京都 個人 三井 みづほ 

東京都 個人 久保 芳昭 

東京都 個人 川松 康人 

東京都 個人 西山 多恵子 

東京都 個人 栁澤 昭平 

神奈川県 団体 飯島団地自治会 

神奈川県 団体 横須賀市役所 

神奈川県 団体 松葉町婦人会ラジオ体操クラブ 

神奈川県 団体 田中プレス工業株式会社 

神奈川県 個人 浅井 美樹 

神奈川県 個人 津田 和子 

神奈川県 個人 菅根 眞理子 

神奈川県 個人 齊藤 賢一   

山梨県 団体 社会福祉法人光風会 

山梨県 団体 相垈区ラジオ体操会 

山梨県 個人 村松 敏子 

山梨県 個人 土屋 直 

山梨県 個人 市村 一司 

山梨県 個人 古屋 照雄 

山梨県 個人 山寺 義雄 

新潟県 団体 ラジオ体操で「長寿」 

新潟県 団体 株式会社サカタ製作所 

新潟県 個人 島津 洋司 

長野県 団体 協栄電気興業株式会社 
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地域 区別 受賞者名 

長野県 団体 マルゼン建鉄株式会社 

長野県 団体 大和電機工業株式会社 松本事業所 

長野県 団体 株式会社ピーエヌシー 

長野県 団体 社会福祉法人しなのさわやか福祉会 プラムの里 

長野県 個人 由井 アサ子 

富山県 団体 山口ニット株式会社 

富山県 団体 川原工業株式会社 

富山県 団体 三秀工業株式会社 

石川県 団体 暁化学工業株式会社 

石川県 団体 株式会社白や 

石川県 団体 別所ラジオ体操倶楽部 

石川県 団体 犀川ふれ愛パーク ラジオ体操部 

福井県 団体 株式会社道端組 

福井県 団体 中島管材鋼機株式会社 

福井県 団体 敦賀市立咸新小学校 

岐阜県 団体 株式会社恒川工業 

岐阜県 団体 瑞穂市立中小学校 

岐阜県 団体 那加早朝体操会 

岐阜県 団体 関おはよう体操会 

岐阜県 個人 宮島 嘉憲 

岐阜県 個人 川合 昻 

岐阜県 個人 松原 百合子 

岐阜県 個人 浜田 悦男 

岐阜県 個人 羽田野 正史 

静岡県 団体 坂本ラジオ体操会 

静岡県 団体 越後島ちびっこ広場ラジオ体操会 

静岡県 団体 医療法人沖縄徳洲会 静岡徳洲会病院 

静岡県 団体 瓢たん塚公園会場 

静岡県 団体 横須賀ラジオ体操会場 

静岡県 団体 米津神明神社ラジオ体操の会 

静岡県 団体 三月会 南浅田馬込川公園 

静岡県 団体 志都呂ラジオ体操会 

静岡県 個人 増田 登実男 

静岡県 個人 永田 壽男 

静岡県 個人 岩堀 賢司 

静岡県 個人 佐野 サイ子 

静岡県 個人 大石 益雄 

静岡県 個人 木南 千代子 

静岡県 個人 土屋 勲 

静岡県 個人 户本 隆雄 

静岡県 個人 大木 幸平 
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地域 区別 受賞者名 

静岡県 個人 押尾 佳世子 

静岡県 個人 菊子 岩吉 

静岡県 個人 松尾 拓二 

静岡県 個人 杉山 要一 

愛知県 団体 株式会社カネショウ工務店 

愛知県 団体 一般財団法人簡易保険加入者協会 東海地方本部 

愛知県 団体 守山区ラジオ体操連盟会 

愛知県 団体 株式会社三立 

愛知県 団体 八橋ラジオ体操愛好会 

愛知県 団体 山屋敷町ラジオ体操愛好会 

愛知県 団体 石尾台朝のラジオ体操会 

愛知県 個人 米本 久美子 

愛知県 個人 松浦 浩二 

愛知県 個人 野田 美智子 

愛知県 個人 久田 令子 

愛知県 個人 野々部 利夫 

愛知県 個人 大迫 次生 

三重県 団体 南丘ラジオ体操会 

三重県 団体 堀木ラジオ体操の会 

三重県 個人 赤尾 雅美 

三重県 個人 刀根  覚 

滋賀県 団体 株式会社エルム測建 

滋賀県 団体 ダイハツディーゼル株式会社 守山事業所 

京都府 団体 日本ニューロン株式会社 

京都府 個人 林 光男 

京都府 個人 野﨑 知惠子 

京都府 個人 角村 栄子 

大阪府 団体 株式会社スイデン 

大阪府 団体 エースコック株式会社 

大阪府 団体 淀川区新高ラジオ体操会 

大阪府 団体 聖ヶ丘老人クラブ 聖ますます元気会 

大阪府 団体 日本精器株式会社 

大阪府 団体 健悠会 

大阪府 団体 枚方市伊加賀南町有志ラジオ体操部 

大阪府 個人 平田 義治 

大阪府 個人 邨田 太郎 

大阪府 個人 佐々木 啓氏 

大阪府 個人 亀井 照子 

大阪府 個人 赤松 三男 

大阪府 個人 藤賀 満子 

大阪府 個人 金子 正勝 
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地域 区別 受賞者名 

大阪府 個人 岡本 しげみ 

大阪府 個人 塩飽 巳年 

兵庫県 団体 大東精機株式会社 

兵庫県 団体 千歳公園ラジオ体操クラブ 

兵庫県 団体 御影ラジオ体操の会 

兵庫県 団体 南新町シルバークラブ 

兵庫県 団体 ミニデー おしゃべりサロン 上地もりあげ隊 

兵庫県 個人 田攸 雅子 

兵庫県 個人 戎 美代子 

奈良県 団体 株式会社池田工業社 

奈良県 団体 東洋シール工業株式会社 

奈良県 団体 株式会社ヒラノテクシード 

奈良県 団体 大和郡山市朝のラジオ体操会 

奈良県 団体 香芝市 

奈良県 団体 おおうだ南部地域 まちづくり協議会 

奈良県 個人 増井 宗廣 

奈良県 個人 宮本 義次 

鳥取県 団体 上灘ラジオ体操会 

鳥取県 団体 株式会社 オロチ 

鳥取県 団体 株式会社 マルカン 鳥取工場 

島根県 団体 島根自動機株式会社 

島根県 団体 株式会社ジンザイスチール 

島根県 団体 株式会社佐々木建設 

岡山県 団体 エス・バイ・エル・カバヤ株式会社カバヤホーム事業部 

岡山県 団体 株式会社協同プレス 

岡山県 団体 銘建工業株式会社 

岡山県 団体 久米町内会有志 

広島県 団体 株式会社アドウィン 

広島県 団体 阿品台ラジオ体操会 

広島県 団体 エスエッチ・サンキョウ株式会社 

広島県 団体 株式会社大宝組 

広島県 団体 緑陽台町内会 福祉会 

山口県 団体 株式会社ヤナギヤ 

山口県 団体 チタン工業株式会社 

山口県 団体 株式会社シグナレックス 

山口県 団体 桑山ラジオ体操会 

徳島県 団体 四国高速運輸株式会社 

徳島県 団体 有限会社佐藤化学 

徳島県 個人 坂田 福 

徳島県 個人 福本 好子 

香川県 団体 武田建設株式会社 
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地域 区別 受賞者名 

香川県 団体 四国塗装工業株式会社 

香川県 団体 株式会社大矢根利器製作所 

愛媛県 団体 トーヨー・ロジテック株式会社 

愛媛県 団体 カクケイ株式会社 

愛媛県 団体 中予自動車株式会社 

高知県 団体 株式会社フタガミ 

高知県 個人 伊藤 京子 

高知県 個人 谷 幸三郎 

高知県 個人 谷 祐介 

福岡県 団体 錦さわやかクラブ 

福岡県 団体 黒畑校区まちづくり協議会 

福岡県 団体 槻田まちづくり協議会 

福岡県 団体 冷泉青少年育成会 

福岡県 団体 筑南早朝ラジオ体操会 

福岡県 団体 牛島電機工業株式会社 

佐賀県 団体 日東工業株式会社 唐津工場 

佐賀県 団体 有限会社石丸工業 

佐賀県 団体 いすい通り商店街 

長崎県 団体 エスジーエス株式会社 

長崎県 団体 長建工業株式会社 

熊本県 団体 ニシヨリ株式会社 熊本工場 

熊本県 団体 熊本県庁 

熊本県 団体 社会福祉法人荒尾市社会福祉事業団 

熊本県 団体 山城産業株式会社 

大分県 団体 三和酒類株式会社 

大分県 団体 ラジオ体操健康クラブ 

大分県 団体 五名体操クラブ 

大分県 個人 安部 泰史 

宮崎県 団体 有限会社マキタ義肢製作所 

宮崎県 団体 株式会社中城電設 

宮崎県 団体 株式会社佐藤技研 

鹿児島県 団体 株式会社栄電社 

鹿児島県 団体 松江子ども会 

鹿児島県 団体 三州技術コンサルタント株式会社 

鹿児島県 個人 岡山 嗣夫 

沖縄県 団体 株式会社謝花組 

沖縄県 団体 障害者支援施設 みやこ学園 

沖縄県 団体 兼城いきいき体操会 

沖縄県 個人 志良堂 清義 

※府県等表彰は、ほかに 1団体・1名受賞者がいます。 

※敬称略 


