
1 

別紙 3 

2020 年度ラジオ体操優良団体等表彰 府県等表彰受賞者 

【143 団体・119 名】 

地域 区別 受賞者名 

北海道 団体  南沢地区ラジオ体操友の会 

北海道 個人  飛田 一男 

北海道 個人  中村 康夫 

北海道 個人  長津 善幸 

北海道 個人  船山 節子 

北海道 個人  藤本 サツ子 

北海道 個人  松坂 睦夫 

北海道 団体  津別町まちづくりセンター運営協議会 

北海道 団体  白樺公園ラジオ体操会 

北海道 個人  鈴木 勝義 

北海道 団体  岩内町ラジオ体操会 

北海道 個人  陳野原 勝 

北海道 団体  株式会社植松電機 

青森県 団体  コムラ醸造株式会社 

青森県 個人  村上 勉 

青森県 個人  三浦 京三 

岩手県 団体  すみれ会 

岩手県 団体  野田町友会 

岩手県 団体  ケアハウス巣子 

岩手県 団体  株式会社佐藤建設 

宮城県 団体  太子堂絆体操会 

宮城県 個人  岡田 儀則 

宮城県 個人  高橋 隆夫 

秋田県 団体  石垣鐵工株式会社 

秋田県 団体  株式会社なついコーポレーションショートステイなないろ 

秋田県 個人  田中 敏明 

秋田県 個人  関谷 廣夫 

山形県 団体  松川ラジオ体操会 

山形県 団体  岩崎石材工業株式会社 

山形県 団体  山辺町立相模小学校 
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地域 区別 受賞者名 

山形県 団体  株式会社ＴＴＫ山形グループ 

福島県 団体  中島村立滑津小学校 

福島県 団体  いわき市立錦小学校 

福島県 団体  株式会社弓田建設 

福島県 団体  トヨタ L＆F福島株式会社 

茨城県 団体  株式会社トレンディ茨城 

茨城県 団体  ラジオ体操六三会 

茨城県 団体  株式会社飯塚工務店 

茨城県 団体  有限会社大廣 

茨城県 団体  株式会社レガーメ・エンジニアリング 

茨城県 個人  及川 裕子 

茨城県 個人  金子 元則 

栃木県 団体  高根沢町 

栃木県 団体  株式会社福島製作所 

栃木県 団体  真岡運送株式会社 

栃木県 個人  盛 晃暢 

栃木県 個人  塚原 賢治 

栃木県 個人  秋元 晴男 

群馬県 団体  吉岡町ラジオ体操会 

群馬県 団体  仲町ラジオ体操会 

群馬県 個人  中曽根 征一 

群馬県 個人  塚越 応鐘 

群馬県 個人  原澤 育代 

群馬県 個人  和田 堅一 

群馬県 個人  湯浅 賢一 

群馬県 個人  小林 壮一郎 

埼玉県 団体  埼北重機株式会社 

埼玉県 団体  山崎地区地域支え合いの会 

埼玉県 団体  島田地区ラジオ体操を楽しむ会 

埼玉県 団体  いきいきサロン さくら会 

埼玉県 個人  田中 イク子 

埼玉県 個人  阿川 昇 

千葉県 団体  小室みんなのラジオ体操同好会 

千葉県 団体  鎌形建設株式会社 
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地域 区別 受賞者名 

千葉県 個人  大野 睦 

東京都 団体  多摩冶金株式会社 

東京都 団体  株式会社根本造園 

東京都 団体  江戸川区ラジオ体操連盟 

東京都 団体  いこいの森体操会 

東京都 団体  武蔵野市ラジオ体操会連盟上水南公園 

東京都 個人  松島 直樹 

東京都 個人  石木 一良 

東京都 個人  渡邊 智子 

東京都 個人  笹倉 泰司 

東京都 個人  知久 光恵 

東京都 個人  小谷野 多美子 

東京都 個人  松井 佐和子 

東京都 個人  一ノ瀬 秋久 

東京都 個人  野島 秀次郎 

東京都 個人  齋藤 赫子 

東京都 個人  都築 雅子 

東京都 個人  荒川 孝治 

東京都 個人  佐藤 康 

東京都 個人  倉内 禮子 

東京都 個人  草野 友江 

東京都 個人  宮島 利子 

東京都 個人  瀧口 瑞江 

東京都 個人  中野 佳子 

東京都 個人  田中 光子 

東京都 個人  伊阪 侯絵 

東京都 個人  石井 千衣子 

東京都 個人  小川 保子 

東京都 個人  松山 美智子 

東京都 個人  浅川 忠昭 

東京都 個人  篠宮 一枝 

東京都 個人  山口 好江 

東京都 個人  平澤 介爾 

神奈川県 団体  松ノ内公園ラジオ体操会 
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地域 区別 受賞者名 

神奈川県 団体  長井保育園 

神奈川県 団体  早園地区民生委員児童委員協議会 

神奈川県 団体  松田町役場 

神奈川県 個人  金原 嘉子 

山梨県 団体  二丁目健康ラジオ体操会 

山梨県 団体  住吉地区青少年育成推進協議会家庭部会 

山梨県 団体  小菅村長作地区 

山梨県 個人  藤原 仁美 

新潟県 団体  株式会社戸田組 

新潟県 団体  小千谷市上ノ山ラジオ体操会 

新潟県 個人  本田 雄三 

長野県 団体  諏訪市並木地区公民館 

長野県 団体  株式会社ユニオンプレート 

長野県 団体  ラジオ体操会美和会 

長野県 団体  長野県社会福祉事業団水内荘 

長野県 団体  ミツワヤンマー株式会社 

長野県 個人  芳沢 勝利 

富山県 団体  ＴＳＫ株式会社 

富山県 団体  南砺市立上平小学校 

富山県 団体  立山町 

富山県 個人  赤井 美佐子 

石川県 団体  木場体操クラブ 

石川県 団体  株式会社寺田鉄工建設 

石川県 団体  珠洲市 

福井県 団体  坂井市立兵庫小学校 

福井県 団体  西開発１丁目３６５ラジオ体操会 

岐阜県 団体  常盤工業株式会社 

岐阜県 団体  コマツカスタマーサポート株式会社名岐中央支店 

岐阜県 団体  山百合の会（早起体操の会） 

岐阜県 個人  小椋 輝美 

岐阜県 個人  宮島 惠子 

岐阜県 個人  和田 正子 

岐阜県 個人  矢木 ひろみ 

岐阜県 個人  山下 優子 
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地域 区別 受賞者名 

岐阜県 個人  岡崎 寿枝 

岐阜県 個人  奥村 京子 

静岡県 団体  三島大社会場 

静岡県 団体  石津港公園ラジオ体操会 

静岡県 団体  中川原公園ラジオ体操会 

静岡県 団体  羽立工業株式会社 

静岡県 団体  地域リハビリテーション連絡会 

静岡県 団体  下野東防災広場ラジオ体操会場 

静岡県 個人  輿水 啓一 

静岡県 個人  松浦 宏司 

静岡県 個人  伊藤 欣二 

静岡県 個人  岡田 光正 

静岡県 個人  澤入 育男 

静岡県 個人  大河 隆 

静岡県 個人  安竹 信男 

静岡県 個人  向島 康司 

静岡県 個人  五條 勝太郎 

静岡県 個人  橘田 大和 

静岡県 個人  千葉 丈峰 

静岡県 個人  濵田 義照 

静岡県 個人  金子 三記子 

静岡県 個人  小久江 弘子 

静岡県 個人  山田 厚子 

静岡県 個人  埜村 教二 

愛知県 団体  早朝体操庄内緑地会 

愛知県 団体  千石学区ラジオ体操会 

愛知県 個人  PETER MOORE 

愛知県 個人  元場 とも 

愛知県 個人  田中 一子 

愛知県 個人  西尾 展造 

愛知県 個人  余吾 一男 

愛知県 個人  足立 則弘 

愛知県 個人  村山 善夫 

愛知県 個人  鈴川 裕之 
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地域 区別 受賞者名 

愛知県 個人  松井 国夫 

三重県 団体  豊が丘第一自治会（老人会）エンジョイクラブ 

三重県 団体  株式会社ゴーリキ 

三重県 団体  中部電力パワーグリッド株式会社尾鷲営業所 

三重県 団体  生桑町美里ケ丘ラジオ体操愛好会 

滋賀県 個人  髙木 紗央里 

滋賀県 個人  山本 いづみ 

滋賀県 個人  川口 朋也 

京都府 個人  澤野 美也子 

京都府 個人  田中 尚子 

京都府 個人  村田 泰造 

大阪府 団体  神谷機工株式会社 

大阪府 団体  株式会社明治関西アイスクリーム工場 

大阪府 団体  株式会社明治関西工場 

大阪府 団体  株式会社明治関西栄養食工場 

大阪府 個人  当山 倫子 

大阪府 個人  房村 和子 

大阪府 個人  広崎 初雄 

大阪府 個人  門脇 敬三 

奈良県 団体  雀会 

奈良県 団体  観正山公園でラジオ体操をする会 

奈良県 団体 
 奈良帝塚山地区社会福祉協議会元気サークル 

「ラジオ体操の会」 

奈良県 団体  あしびハイツラジオ体操同好会 

奈良県 団体  奈良市帝塚山南万年青年クラブ五十鈴会 

奈良県 団体  緑ヶ丘緑寿会ラジオ体操クラブ 

奈良県 団体  千日ラジオ体操愛好会 

奈良県 個人  谷口 利広 

奈良県 個人  津曲 保孝 

奈良県 個人  鳥井 宇太夫 

奈良県 個人  佐藤 保 

和歌山県 団体  公益財団法人和歌山県スポーツ振興財団 

兵庫県 団体  城跡公園体操クラブ 

兵庫県 団体  山王神社ラジオ体操会 
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地域 区別 受賞者名 

兵庫県 団体  下上津ラジオ体操会 

兵庫県 団体  山の街「おはようクラブ」 

鳥取県 団体  株式会社クラエー 

鳥取県 団体  中央建設株式会社 

鳥取県 団体  株式会社チュウブ 

鳥取県 団体  有限会社福田建機 

島根県 団体  株式会社太陽水道工事 

島根県 団体  有限会社フクワ工業 

島根県 団体  雲南建設株式会社 

島根県 団体  株式会社シーエスエー 

岡山県 団体  ラジオ体操を楽しむ会 

岡山県 団体  社会福祉法人福文舎ケアハウスあじさい 

岡山県 団体  児島峠地区いきいき青空サロン 

岡山県 個人  山﨑 保彦 

広島県 団体  鳳ラジオ体操同好会 

広島県 団体  南松永ラジオ体操会 

広島県 団体  広島森永乳業株式会社 

広島県 団体  大政建設工業株式会社 

広島県 個人  兼重 惠子 

広島県 個人  藪本 勇 

山口県 団体  梅ヶ丘第一ラジオ体操会 

山口県 団体  長門市役所 

山口県 団体  株式会社明防 

山口県 団体  積水ハウス株式会社山口工場 

徳島県 団体  株式会社山全 

徳島県 団体  おはよう体操会 

徳島県 個人  林 令子 

徳島県 個人  長尾 利久夫 

香川県 団体  高松産業株式会社 

香川県 団体  株式会社川上板金工業所 

愛媛県 団体  北窪田ラジオ体操会 

愛媛県 団体  上野ラジオ体操会 

愛媛県 団体  ラジオ体操サロン上高柳 

愛媛県 団体  アジサイ 
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高知県 個人  戸田 佳樹 

高知県 個人  助石 志津子 

高知県 個人  山岡 小良 

高知県 個人  杉中 和 

福岡県 団体  株式会社野村産業運輸 

福岡県 団体  株式会社本村製作所 

福岡県 団体  折尾スターレーン 

福岡県 団体  株式会社タケマツ環境 

福岡県 団体  株式会社糸島環境開発 

長崎県 団体  吉田海運株式会社 

長崎県 団体  チトセピア北自治会 

長崎県 団体  女の都西部自治会 

熊本県 団体  社会福祉法人福芳会福本保育園 

熊本県 団体  妙泉寺公園ラジオ体操の会 

熊本県 団体  益城町役場 

熊本県 団体  玉名市役所 

熊本県 団体  上天草市立阿村小学校 

大分県 団体  学校法人岩尾昭和学園昭和学園高等学校看護学科 

大分県 団体  株式会社ネオマルス 

大分県 団体  豊後高田市役所 

大分県 団体  江藤酸素株式会社 

宮崎県 団体  株式会社共立電機製作所 

宮崎県 団体  株式会社ワック 

宮崎県 個人  橋本 和惠 

鹿児島県 団体  樋脇精工株式会社 

鹿児島県 団体  手々小中学校 

鹿児島県 個人  永田 靜江 

鹿児島県 個人  田島 京子 

沖縄県 個人  大底 礼子 

※順不同、敬称略 


