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別紙 3 

 

2021年度ラジオ体操優良団体等表彰 府県等表彰受賞者 

 

 

【団体（127団体）】 

地域 受賞者名 

北海道 手稲稲山連合町内会 ラジオ体操会 

北海道 北見田端地区おはようラジオ体操会 

北海道 晴見台西町内会ラジオ体操同好会 

北海道 むらかみ建設 株式会社 

北海道 株式会社 田端本堂カンパニー 

青森県 青森市やはぎ町会 

青森県 五戸町役場 

青森県 平内レクダンスクラブ 

岩手県 株式会社 田中鉄建 

岩手県 一関コミュニティＦＭ株式会社 

宮城県 松陵ラジオ体操会 

秋田県 株式会社アイネックス 

秋田県 末無ラジオ体操の会 

福島県 久米工業株式会社 

福島県 株式会社根本製作所 

福島県 株式会社ウインズ 

茨城県 水戸ヤクルト販売株式会社 

茨城県 鳩が丘ラジオ体操会 

茨城県 東京ガス株式会社日立支社 

茨城県 特定非営利活動法人桜川スマイルクラブ 

茨城県 株式会社ＳＴＮ 

栃木県 益子町ラジオ体操愛好会 

栃木県 一般社団法人まなびライフ 
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地域 受賞者名 

栃木県 上三川町 

群馬県 沼田市ラジオ体操連盟 

埼玉県 安住環境整美株式会社 

埼玉県 上戸田地域交流センター 「あいパル」 

埼玉県 浦和別所沼公園ラジオ体操愛好会 

埼玉県 大戸公園 ラジオ体操会 

千葉県 鏡ケ浦ラジオ体操クラブ 

千葉県 北条健康クラブ 

千葉県 宮城健康なかま 

千葉県 さわやかクラブ西岬ラジオ体操の会 

千葉県 河原塚南山自治会 

東京都 南沢・多聞寺ラジオ体操会 

東京都 ひばりが丘南公園体操会 

神奈川県 風車公園毎日ラジオ体操 

神奈川県 Ｔｈｅラジオ体操善行 

神奈川県 上矢部自治会ラジオ体操会 

新潟県 株式会社 村尾電気 

新潟県 新潟県農業信用基金協会 

長野県 株式会社前田鉄工所 

長野県 株式会社宮下商店 

長野県 小柳産業株式会社 

長野県 丸登電業株式会社 

長野県 高宮北公園の会 

富山県 株式会社アルト 

富山県 ふれあいサロン緑々会ラジオ体操会 

石川県 医療法人積仁会岡部病院 

石川県 株式会社ｅｒ 
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地域 受賞者名 

福井県 親和商事株式会社 

福井県 谷口建設株式会社 

岐阜県 株式会社武藤鉃工所 

岐阜県 金華山グループ 

岐阜県 内藤建設株式会社 

岐阜県 天龍コンポジット株式会社 

岐阜県 揖斐郡北西部地域医療センター老人保健施設山びこの郷 

静岡県 中小土ラジオ体操会 

静岡県 すみれ台ラジオ体操会 

静岡県 焼津市立大井川西小学校 

静岡県 三幸町ラジオ体操クラブ 

愛知県 岩田工機株式会社大口工場 

愛知県 六名公園ラジオ体操会 

愛知県 共和東ラジオ体操友の会 

三重県 株式会社 鈴工 

三重県 九鬼明朗会 

三重県 神ノ木台健康イキイキ仲良しクラブ 

滋賀県 株式会社テクノス総合メンテナンスサービス 

滋賀県 日本ソフト開発株式会社 

京都府 槇の島ラジオ体操を楽しむ会 

大阪府 ラジオ体操野畑会 

大阪府 ひまわりラジオ体操 

大阪府 株式会社メディカ出版 

大阪府 あゆみ会（泉大津ラジオ体操会） 

奈良県 大安寺ラジオ体操同好会 

和歌山県 和歌山電工株式会社 

和歌山県 太田第１ラジオ体操同好会 



4 
 

地域 受賞者名 

兵庫県 共栄樹脂株式会社 

兵庫県 株式会社川嶋建設 

兵庫県 株式会社ＮＥＯＭＡＸ近畿 

兵庫県 西灘元気プロジェクト 

鳥取県 フジ化成工業株式会社 

鳥取県 株式会社懸樋工務店 

鳥取県 因幡環境整備株式会社 

島根県 有限会社エム・コーテック 

島根県 プラス・ワン技研株式会社 

島根県 樋野電機工業有限会社 

岡山県 中島ふれあい広場体操会 

岡山県 株式会社 北陽商会 

岡山県 夜のラジオ体操部「ちょっと」 

広島県 百登会 

広島県 広島ガス高田販売株式会社 

広島県 幕山ラジオ体操クラブ 

山口県 下関市立川中西小学校 

山口県 深川ラジオ体操の会 

山口県 川中豊町健康ラジオ体操会 

徳島県 
ＮＰＯ法人うだつコミュニティースポーツクラブ障害者 

スポーツ教室 

徳島県 株式会社エーテック 

香川県 第一機工株式会社 

香川県 株式会社カワニシ 

愛媛県 江之元自治会 

愛媛県 おじおばラジオ体操 

愛媛県 今治ヤンマー株式会社 
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地域 受賞者名 

愛媛県 中央道路株式会社 

高知県 柳生基礎センター株式会社 

福岡県 株式会社 宮房冷機 

福岡県 福岡県醤油醸造協同組合 

福岡県 株式会社マルショー鉄筋工業 

福岡県 株式会社小野原鉄工所 

福岡県 新日本非破壊検査株式会社 

福岡県 日之出産業株式会社 

福岡県 株式会社ファインテック 

佐賀県 株式会社未来建設 

佐賀県 白石町 

長崎県 株式会社上山建設 

長崎県 株式会社吉次工業 

熊本県 社会福祉法人紫水会黒髪幼愛園 

熊本県 出水南校区１０町内自治会 

大分県 二豊ガス株式会社 

大分県 有限会社久保平自動車 

宮崎県 株式会社 白陽 

宮崎県 旭建設株式会社 

鹿児島県 天城町立 天城中学校 

鹿児島県 桜ヶ丘四丁目町内会 

沖縄県 
社会福祉法人今帰仁村社会福祉協議会ソーシャル 

サポート・おとばの杜 

沖縄県 与那古浜パワーズ 

沖縄県 津波古自治会 

※順不同 

  ※府県等表彰（団体）は、ほかに 2団体受賞者がいます。 
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【個人（121名）】 

地域 受賞者名 

北海道 藤根 光夫 

北海道 遠藤 静江 

北海道 佐藤 郁弘 

北海道 川畑 俊子 

北海道 齋藤 ミツ子 

北海道 及川 武 

北海道 藤原 敦 

北海道 佐々木 達也 

北海道 大橋 弘幸 

宮城県 庄子 勇 

宮城県 石上 幸弘 

宮城県 川上 昌治 

秋田県 残間 千佳子 

秋田県 大澤 睦子 

山形県 佐藤 新一 

山形県 小林 靖欣 

山形県 原田 知明 

山形県 小口 稔 

茨城県 佐藤 登 

茨城県 菊地 二三五 

栃木県 法師人 文子 

栃木県 河内 節子 

栃木県 君島 恵子 

栃木県 矢野 弥生 

群馬県 井上 彬 

群馬県 齋藤 政男 



7 
 

地域 受賞者名 

群馬県 冨塚 基輔 

群馬県 小林 一成 

群馬県 西本 浩子 

群馬県 岸 幸子 

群馬県 井原 百々子 

埼玉県 吉澤 幸 

東京都 小林 義一 

東京都 佐々木 茂 

東京都 石川 春美 

東京都 干場 真 

東京都 根岸 純一 

東京都 丸山 聡一 

東京都 本木 喜美枝 

東京都 中村 正弘 

東京都 𠮷川 優子 

東京都 竹澤 榮子 

東京都 山田 義孝 

東京都 鈴木 映子 

東京都 半田 旦江 

東京都 五島 澄子 

東京都 上杉 秀子 

東京都 熊谷 フキ子 

東京都 石垣 智三枝 

東京都 石垣 美智子 

東京都 尾花 はるみ 

東京都 並木 陽子 

東京都 渡邉 久子 
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地域 受賞者名 

東京都 藤川 由美子 

東京都 勝瀬 澄子 

東京都 田中 昭三 

東京都 黒田 洋子 

東京都 西村 庚一郎 

山梨県 加藤 朱美 

山梨県 伊藤 美津子 

新潟県 田巻 昌良 

長野県 土田 忠 

富山県 北村 勢津子 

石川県 松本 章弥 

福井県 鳥山 聡美 

福井県 髙山 彦二 

岐阜県 岡崎 正義 

静岡県 鈴木 忠志 

静岡県 奥川 美紀 

静岡県 小川 勝子 

静岡県 森 啓晃 

静岡県 関 元三郎 

静岡県 荻野 久弥 

静岡県 押野 仁志 

静岡県 植松 敏行 

静岡県 三浦 房代 

静岡県 山下 章惠 

静岡県 湯川 眞悟 

静岡県 堀内 茂美 

静岡県 後藤 三恵子 
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地域 受賞者名 

静岡県 岡村 博行 

静岡県 八木 利雄 

静岡県 杉山 保子 

愛知県 永田 耕一 

愛知県 小林 延子 

愛知県 竹本 豊子 

愛知県 大場 明子 

愛知県 浅野 鉄朗 

愛知県 伊藤 弘三 

愛知県 吉田 朝惠 

愛知県 林 孝之 

愛知県 福岡 啓子 

愛知県 臼田 早苗 

京都府 大井 久仁朗 

京都府 中村 慶子 

京都府 上田 政明 

京都府 田中 武 

大阪府 冨村 陽 

大阪府 梅林 潤子 

大阪府 常原 明子 

大阪府 文元 愛子 

大阪府 鷹合 泰弘 

奈良県 横谷 公孝 

奈良県 恒川 敏 

奈良県 米田 富美江 

奈良県 堀口 孝子 

奈良県 鈴木 敬傳 
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地域 受賞者名 

奈良県 藤本 健 

鳥取県 小林 登 

岡山県 角田 弘之 

広島県 牧平 律夫 

山口県 松原 守 

徳島県 豊原 美那子 

徳島県 原田 千代子 

高知県 高橋 広道 

高知県 中地 和子 

高知県 土居 弘司 

熊本県 東 海三 

大分県 藤田 洋子 

鹿児島県 穂満 えり子 

沖縄県 西 貞子 

※順不同、敬称略 

※府県等表彰（個人）は、ほかに 1名受賞者がいます。 


