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別紙 4 

 

2019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（169団体・116名） 

地域 区別 受賞者名 

北海道 団体 厚別西厚信会 

北海道 団体 タオル体操つつじ会 

北海道 団体 北見石北大通公園おはようラジオ体操会 

北海道 団体 川田工業株式会社 

北海道 団体 ささえ愛さらべつ 

北海道 団体 御崎町友和会 

北海道 団体 株式会社いたがき 

北海道 個人 髙本 憲司 

北海道 個人 森 正勝 

北海道 個人 杉野 喜美枝 

北海道 個人 大垣 充子 

北海道 個人 青木 シズ子 

北海道 個人 桐澤 亨 

北海道 個人 古谷 勇一 

北海道 個人 宮崎 勝雄 

北海道 個人 伊藤 和彦 

北海道 個人 菅谷 百合子 

青森県 団体 西目屋村役場 

青森県 個人 佐々木 絵理子 

青森県 個人 山口 寛子 

岩手県 団体 株式会社アクティブ 

岩手県 団体 社会福祉法人愛泉会かまいしこども園 

岩手県 団体 株式会社山元 

岩手県 団体 株式会社田村組建工 

宮城県 団体 丸伊石材工業株式会社 

宮城県 団体 株式会社小松島ホンダ 

宮城県 個人 鈴木 規夫 

宮城県 個人 櫻井 享侈 

秋田県 団体 にかほ市スポーツ推進委員会 

秋田県 団体 北秋田市立森吉中学校 

秋田県 団体 秋田住友ベーク株式会社 

秋田県 個人 佐藤 總一郎 

山形県 団体 南部ラジオ体操会 

山形県 団体 株式会社オーテイク 

山形県 団体 株式会社三和精機 

山形県 個人 丸山 修一 
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地域 区別 受賞者名 

福島県 団体 株式会社田村工務店 

福島県 団体 清水建設株式会社相馬 LNGタンク作業所 

福島県 団体 ふたつやま体操愛好会 

福島県 団体 もりもりラジオ体操会 

茨城県 団体 株式会社アトックス大洗営業所 

茨城県 団体 東海村子ども会育成連合会村松北キラキラ子ども会 

茨城県 団体 戸頭町会 

茨城県 団体 エンケイマカベ株式会社 

茨城県 個人 及川 謙治 

茨城県 個人 上尾 實 

茨城県 個人 室津 百合蔵 

栃木県 団体 東芝ライテック株式会社鹿沼工場 

栃木県 団体 有限会社関東実行センター 

栃木県 団体 黒羽ラジオ体操 

栃木県 個人 佐藤 昌子 

栃木県 個人 小島 恒夫 

栃木県 個人 中野 紀久子 

栃木県 個人 富川 陽子 

群馬県 団体 太田市 

群馬県 団体 明和町ラジオ体操協会 

群馬県 個人 八木 均 

群馬県 個人 山田 典一 

群馬県 個人 八田 比呂志 

群馬県 個人 進藤 勝司 

群馬県 個人 島田 美津江 

群馬県 個人 森口 喜美枝 

埼玉県 団体 アカシア公園ラジオ体操 

埼玉県 団体 株式会社Ｅ＆Ｍエンジニアリング 

埼玉県 団体 桑の実公園体操会 

埼玉県 団体 松原団地記念公園ラジオ体操会 

埼玉県 個人 君嶋 よしの 

埼玉県 個人 奥平 洋巳 

埼玉県 個人 高橋 キヨ子 

千葉県 団体 実籾６丁目第一町会 

千葉県 団体 株式会社マルウ 

千葉県 団体 房総プラント株式会社 

千葉県 個人 大胡 洋子 

千葉県 個人 佐野 潮 

千葉県 個人 小野 友見 

千葉県 個人 池田 勝之 

千葉県 個人 鎌倉 香 
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地域 区別 受賞者名 

東京都 団体 吉田直土木株式会社 

東京都 団体 野際神社ラジオ体操会 

東京都 団体 西原体操会 

東京都 団体 東久留米市ラジオ体操連盟西団地児童公園会場 

東京都 団体 おおぞら公園ラジオ体操会 

東京都 団体 六木三丁目ラジオ体操会 

東京都 団体 栄町１丁目老人会 第一さかえ会 

東京都 個人 尾崎 澄子 

東京都 個人 松本 君江 

東京都 個人 竹田 朗三 

東京都 個人 神戸 昭夫 

東京都 個人 林 吉美 

東京都 個人 滝沢 五百子 

東京都 個人 竹内 操子 

東京都 個人 貴家 未早央 

東京都 個人 鈴木 猛夫 

東京都 個人 笠毛 郁子 

東京都 個人 深澤 久子 

東京都 個人 山上 睦子 

東京都 個人 木下 義男 

東京都 個人 滝口 一枝 

東京都 個人 河上 喜代美 

東京都 個人 斉藤 昭三 

東京都 個人 糸川 保子 

東京都 個人 山内 旦充   

東京都 個人 小杉 光小枝  

東京都 個人 山田 百合子 

東京都 個人 石渡 勝男 

東京都 個人 宮内 秀明 

東京都 個人 鹿野 修二 

東京都 個人 佐藤 夕希子 

神奈川県 団体 囀りの会 

神奈川県 団体 相模国分寺ラジオ体操クラブ 

神奈川県 団体 ラジオ体操の会 

神奈川県 個人 小林 惠子 

山梨県 団体 株式会社中村建設 

山梨県 個人 小松 八代子 

山梨県 個人 山田 陽一 

山梨県 個人 堀内 正典 

山梨県 個人 大原 博文 

新潟県 団体 ＮＰＯ法人スポーツクラブあらい 
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地域 区別 受賞者名 

新潟県 団体 大栄産業株式会社 

新潟県 団体 高の井酒造株式会社 

新潟県 団体 新潟古町ラジオ体操会 

長野県 団体 株式会社ＮＴＴ東日本‐関信越 長野支店 

長野県 団体 松亀味噌株式会社 

長野県 団体 美和公園ラジオ体操クラブ 

長野県 団体 大豆島地区ふれあいラジオ体操会 

長野県 個人 岡 秀明 

富山県 団体 株式会社北日本製工 

富山県 団体 株式会社氷見村田製作所 

富山県 個人 横田 安弘 

石川県 団体 エネックス株式会社加賀工場 

石川県 団体 羽咋市旭町ラジオ体操会 

石川県 団体 鵜川地区ラジオ体操サークル 

石川県 団体 株式会社北日本電子 

福井県 団体 株式会社吉田機工 

福井県 団体 株式会社福岡 

福井県 個人 水野 淨子 

岐阜県 団体 多治見市立脇之島小学校 

岐阜県 団体 つつじが丘ラジオ体操の会 

岐阜県 個人 永田 純子 

岐阜県 個人 深尾 由美 

岐阜県 個人 奥村 政次 

岐阜県 個人 武内 良子 

岐阜県 個人 田中 喜子 

岐阜県 個人 渡辺 恵美子 

岐阜県 個人 波賀野 千恵子 

岐阜県 個人 小橋 光子 

静岡県 団体 サンライフ ラジオ体操会 

静岡県 団体 鎌田第二公園 

静岡県 団体 東名電機株式会社 

静岡県 団体 平安閣駐車場会場 

静岡県 団体 浜田公園会場 

静岡県 団体 惣右衛門 ラジオ体操会 

静岡県 個人 内山 あきゑ 

静岡県 個人 須山 芳一 

静岡県 個人 小池 喜好 

静岡県 個人 鈴木 實枝子 

静岡県 個人 薮崎 定雄 

静岡県 個人 尾﨑 一朗 

静岡県 個人 福里 順子 
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地域 区別 受賞者名 

静岡県 個人 杉本 輝雄 

静岡県 個人 小林 和子 

静岡県 個人 髙信 忍 

静岡県 個人 安達 早苗 

静岡県 個人 望月 晴男 

静岡県 個人 甲賀 覚 

静岡県 個人 竹山 和廣 

愛知県 団体 田辺公園ラジオ体操会 

愛知県 団体 吉良瓢吉ラジオ体操会 

愛知県 団体 野見山 朝のラジオ体操の会 

愛知県 団体 甚目寺観音ラジオ体操の会 

愛知県 団体 昭和 4丁目ラジオ体操愛好会 

愛知県 団体 春日井市立高森台小学校 

愛知県 個人 石田 隆 

愛知県 個人 小田島 世史子 

愛知県 個人 斎藤 恵一 

愛知県 個人 伊藤 文男 

愛知県 個人 小島 秀樹 

愛知県 個人 宮崎 要治 

愛知県 個人 丸山 侑一郎 

三重県 団体 株式会社原田組 

三重県 団体 サンユー技研工業株式会社 

三重県 団体 松阪自動車工業株式会社 

滋賀県 団体 滋賀特機株式会社 

滋賀県 団体 株式会社イマック 

滋賀県 団体 サイチ工業株式会社 

滋賀県 団体 まちなか交流館ゆうゆうかん 

滋賀県 団体 大正電機製造株式会社 

滋賀県 団体 廣瀬バルブ工業株式会社 

滋賀県 団体 株式会社アラキ 

京都府 団体 小畑川ラジオ体操友の会 

京都府 団体 京滋ユアサ電機株式会社 

京都府 個人 田中 代里子 

京都府 個人 柴田 幸子 

京都府 個人 岡 修一郎 

京都府 個人 脇坂 良温 

大阪府 団体 ゴウダ株式会社 

大阪府 団体 ゴールド工業株式会社 

大阪府 団体 鶴田電設株式会社 

大阪府 団体 株式会社光伸 

大阪府 団体 介護付有料老人ホーム スーパー・コート三国 
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地域 区別 受賞者名 

大阪府 個人 川口 房子 

大阪府 個人 三浦 侑司 

大阪府 個人 大上 幸子 

大阪府 個人 前川 安英 

奈良県 団体 畝傍山ラジオ体操を楽しむ会 

奈良県 団体 曽我川緑地体操の会 

奈良県 団体 馬見丘陵公園ラジオ体操の会 

奈良県 団体 サロン市営四之坪 

奈良県 団体 生駒剣友会 

奈良県 個人 森政 保昭 

奈良県 個人 田村 和勇 

和歌山県 団体 大東コンクリート有限会社 

和歌山県 団体 新宮市 

兵庫県 団体 しあわせの村ラジオ体操会  

兵庫県 団体 さつき会 

兵庫県 団体 湯谷川公園ラジオ体操会 

兵庫県 団体 神戸アスリートタウンクラブ 

兵庫県 個人 坂口 通孝 

鳥取県 団体 田中工業株式会社 

鳥取県 団体 馬野建設株式会社 

鳥取県 団体 株式会社高野組 

鳥取県 団体 株式会社勝原製作所 

島根県 団体 有限会社 板持塗装店 

島根県 団体 太陽ケーブルテック株式会社島根工場 

島根県 団体 美郷町役場 

島根県 個人 園山 哲也 

岡山県 団体 倉敷ラヂオ体操倶楽部 

岡山県 団体 尾上ふれあいラジオ体操 

岡山県 団体 ストレッチとラジオ体操教室 

岡山県 団体 Cafe de 山南 

広島県 団体 江波山ラジオ体操の会 

広島県 団体 川口中央体操会 

広島県 団体 福山名和運輸株式会社 

広島県 団体 株式会社桑原組 

広島県 団体 NPO法人しまなみスポーツクラブ 

広島県 個人 河野 正義 

山口県 団体 岩国市立玖珂小学校 

山口県 団体 古城ラジオ体操愛好会 

山口県 団体 中電プラント株式会社柳井支社 

山口県 団体 広瀬ラジオ体操会 

徳島県 団体 株式会社福井組 
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地域 区別 受賞者名 

徳島県 団体 四国トーセロ株式会社 

徳島県 個人 青木 義幸 

徳島県 個人 菅野 繁良 

香川県 団体 株式会社三祥 

香川県 団体 社会福祉法人 玉祉会 救護施設 清水園 

香川県 団体 四国石油株式会社 

愛媛県 団体 大浦老人クラブ 

愛媛県 団体 マルマストリグ株式会社 

愛媛県 団体 株式会社サンリベラル 

愛媛県 団体 株式会社サンフーズ 

高知県 団体 土佐酸素株式会社 

高知県 団体 梼原町森林組合 

高知県 個人 是信 智恵子 

高知県 個人 小松 節子 

福岡県 団体 前田まちづくり協議会 

福岡県 団体 有限会社キュウエイ 

福岡県 団体 大和コンサル株式会社 

福岡県 団体 株式会社九州栄電社 

福岡県 団体 福岡海星女子学院附属小学校 

福岡県 団体 大高建設株式会社 

佐賀県 団体 リコージャパン株式会社販売事業本部佐賀支社 

佐賀県 団体 リアン株式会社 デイサービス・リアン 

長崎県 団体 ハラサンギョウ株式会社 

長崎県 団体 ＮＰＯ法人山田・舘浦地区まちづくり運営協議会 

長崎県 団体 わが町公園ｄｅ元気塾 

熊本県 団体 西田鉃工株式会社 

熊本県 団体 帯山校区ラジオ体操愛好会 

熊本県 団体 天草ケーブルネットワーク株式会社 

熊本県 団体 社会福祉法人 福芳会 こうのとり保育園 

熊本県 団体 熊本市立向山小学校 

熊本県 団体 熊本旭運輸株式会社 

大分県 団体 株式会社末宗組 

大分県 団体 株式会社北大 

大分県 団体 九重森林公園株式会社 

大分県 団体 社会福祉法人めぐみ福祉会 しろばと保育園 

宮崎県 団体 株式会社伊達組 

宮崎県 団体 有限会社九南サービス 

宮崎県 団体 有限会社光陽電機 

鹿児島県 団体 福地建設株式会社 

鹿児島県 団体 母間グラウンドゴルフ愛好会 

沖縄県 団体 首里健やか会 
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地域 区別 受賞者名 

沖縄県 団体 嘉数ヶ丘ラジオ体操会 

沖縄県 団体 重信電気工事株式会社 

沖縄県 個人 内間 千恵子 

※順不同、敬称略 

※府県等表彰は、ほかに 2名受賞者がいます。 

 


