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別紙 3 

 

2022年度ラジオ体操優良団体等表彰 府県等表彰受賞者 

 

 

【団体（148団体）】 

地域 受賞者名 

北海道 口ピアエル稲積公園ラジオ体操会 

北海道 特定非営利活動法人北斗スポーツクラブ 

北海道 双葉電気株式会社 

北海道 北見市中ノ島地区おはようラジオ体操会 

北海道 いわない歴史ウオーキングクラブ 

北海道 白鳥台第一町会 

北海道 植村建設株式会社 

青森県 杉山建設工業株式会社 

青森県 株式会社長谷川鉄工 

青森県 株式会社西谷建設 

青森県 平内町役場 

岩手県 ゆうなご会 

宮城県 株式会社亀山鉄工所 

秋田県 秋田県鹿角市花輪ラジオ体操の会 

福島県 株式会社三本杉ジオテック 

福島県 太郎の会 

福島県 株式会社同仁社 

茨城県 神峰１．２．３ 

茨城県 片庭子ども会 

茨城県 なかこうじラジオ体操同好会 

茨城県 社会福祉法人光峰会 

茨城県 ＮＣ日混工業株式会社 

茨城県 株式会社堀石材工業 
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地域 受賞者名 

群馬県 館林多々良ラジオ体操会 

埼玉県 春日部高等学校ＯＢ会宮代支部ラジオ体操クラブ 

埼玉県 山本食品工業株式会社 

埼玉県 田隝鉄工株式会社 

埼玉県 古郡建設株式会社 

埼玉県 高松電鍍工業株式会社 

東京都 ぱんだ公園ラジオ体操会 

東京都 谷中真島町会 

東京都 氷川ラジオ体操会 

東京都 大横川親水公園ラジオ体操会 

東京都 下保谷森林公園体操会 

東京都 西東京市文理台公園体操会 

東京都 狛江市・市民ひろばラジオ体操会 

東京都 もみじ山公園会場 

神奈川県 しらゆり公園朝ラジオ体操会 

神奈川県 たまプラ「ドーナツ公園」ラジオ体操の会 

神奈川県 名瀬地区ハートプラン推進委員会 

神奈川県 淵野辺公園ラジオ体操会 

神奈川県 いきなさかクラブ 

神奈川県 綾瀬市寺尾北自治会２区元気会 

山梨県 下宮地グラウンドゴルフ愛好会 

山梨県 青少年育成南アルプス市民会議甲西支部 

山梨県 御太刀ラジオ体操の会 

山梨県 株式会社マルエスフリージングジャンクション 

新潟県 麒麟山酒造株式会社 

新潟県 株式会社山﨑建設 

新潟県 株式会社北陸製作所 
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地域 受賞者名 

長野県 阿智村役場 

長野県 株式会社アイネット 

長野県 蟻東ラジオ体操会 

長野県 株式会社中村コンプレッサー製作所 

長野県 ウォーキング＆ラジオ体操会 

富山県 北寿会 

富山県 株式会社北陸精機 

富山県 株式会社ハナガタ 

石川県 小松鋼機株式会社 

石川県 白山工業株式会社 

福井県 株式会社北陸油化 

福井県 大研化成工業株式会社 

岐阜県 郡上八幡ラジオ体操の会八幡小学校支部 

岐阜県 郡上八幡ラジオ体操の会中野支部 

静岡県 中部電力パワーグリッド株式会社清水営業所 

静岡県 藤守第一ラジオ体操会 

静岡県 五ケ堀之内ラジオ体操会 

静岡県 上小田ラジオ体操会 

静岡県 株式会社望月プレス工業所 

愛知県 籠田公園ラジオ体操会 

愛知県 小野区町内会ラジオ体操会 

愛知県 中部電力パワーグリッド株式会社春日井営業所 

愛知県 
公益財団法人春日井市スポーツ・ふれあい財団 

（7/25訂正） 

三重県 中部電力パワーグリッド株式会社松阪営業所 

滋賀県 たち建設株式会社 

京都府 西神屋公園体操会 
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地域 受賞者名 

京都府 京都市下京・東部地域包括支援センター 

大阪府 箕面市 

大阪府 株式会社金剛組 

大阪府 林株式会社 

大阪府 株式会社関西スチールフォーム 

大阪府 あすなろ早起会 

大阪府 三平興業株式会社 

大阪府 日本スピードショア株式会社 

奈良県 城ケ丘ラジオ体操サークル部 

奈良県 神功ラジオ体操の会 

奈良県 米山台ラジオ体操同好会 

和歌山県 株式会社小池組 

兵庫県 広谷ふれあいクラブ 

兵庫県 松浜公園ラジオ体操同好会 

兵庫県 株式会社清水設計事務所 

兵庫県 株式会社共栄組 

兵庫県 尼崎城ラジオ体操隊 

兵庫県 岩屋で毎日ラジオ体操の会 

兵庫県 株式会社シンキ 

鳥取県 株式会社大晃工業 

鳥取県 株式会社グリーン・シャイン 

鳥取県 株式会社菊水フォージング 

鳥取県 山口電業株式会社 

島根県 株式会社中澤建設 

島根県 エイコー電子工業株式会社 

島根県 有限会社ドリームシステム 

岡山県 元気アップ美和 
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地域 受賞者名 

岡山県 山遊会（旗振台） 

岡山県 赤崎健康ラジオ体操会 

広島県 平木「げんきかい」 

広島県 西ノ宮ラジオ体操会 

広島県 宮園ラジオ体操クラブ 

広島県 春日池体操会 

広島県 西組第二福祉会 

山口県 株式会社白上水道 

山口県 フジ総業株式会社 

山口県 株式会社礒野商店 

徳島県 株式会社アルス製作所 

徳島県 有限会社遠藤産業 

徳島県 株式会社北岡組 

香川県 株式会社大和鉄工所 

香川県 株式会社アバンテック 

香川県 土器団地ラジオ体操の会 

愛媛県 朝日共販株式会社 

愛媛県 株式会社コウセイ 

愛媛県 エイトワン株式会社 

高知県 株式会社若竹組 

高知県 西秦ラジオ体操元気会 

福岡県 株式会社ＳＡＳＡＫＩ 

福岡県 福岡ロジテム株式会社 

福岡県 苅田町ラジオ体操会小波瀬 

佐賀県 株式会社シグマ 

佐賀県 佐賀環境整備株式会社 

長崎県 山内造船株式会社 
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地域 受賞者名 

長崎県 株式会社新田鉄工所 

熊本県 合志市役所 

熊本県 あまくさ農業協同組合 

熊本県 上天草市教育委員会 

熊本県 株式会社 永木造船鉄工所 

大分県 特定非営利活動法人みんなのあおぞら 

大分県 東春日町グラウンドゴルフ愛好会 

大分県 株式会社地域科学研究所 

宮崎県 株式会社創建 

宮崎県 日向トーヨー住器株式会社 

鹿児島県 天城町役場 

鹿児島県 中種子町あさ日ラジオ体操会 

鹿児島県 天城町立西阿木名小中学校 

鹿児島県 第２公園ラジオ体操会 

沖縄県 ワッハッハ体操 

沖縄県 光文堂コミュニケーションズ株式会社 

沖縄県 沖縄荷役サービス株式会社 

沖縄県 浦西自治会ラジオ体操愛好会 

※順不同、敬称略 

  ※府県等表彰（団体）は、上表の他 1団体が受賞（団体名等非公表） 

 

【個人（110名）】 

地域 受賞者名 

北海道 宇佐美 悦子   

北海道 千葉 誠栄 

北海道 泉 哲次郎 

北海道 春日 ひとみ 

北海道 高橋 正子   
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地域 受賞者名 

北海道 坂井 健次 

北海道 上迫 キミヱ 

北海道 澤田 勝美 

北海道 関口 文雄 

北海道 植田 秀雄 

宮城県 髙橋 登志子 

宮城県 千葉 幹子 

山形県 髙橋 富雄 

山形県 髙橋 定夫 

山形県 恩田 武男 

福島県 小峰 光 

秋田県 荒川 隆一 

秋田県 加沢 勉 

栃木県 岡村 茂一郎 

栃木県 長谷川 英子 

栃木県 廣瀬 洋子 

栃木県 田部井 普子 

群馬県 新井 秀夫 

群馬県 荒井 恒雄 

群馬県 田子 眞佐美 

群馬県 齋藤 宏子 

群馬県 内田 伸一 

群馬県 武井 祐樹 

群馬県 小野田 聖市 

千葉県 加藤 敏子 

千葉県 中野 忠生 

東京都 清水 妙子 
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地域 受賞者名 

東京都 由井 ヤエ子 

東京都 福代 孝雄 

東京都 池田 惠美子 

東京都 森田 善夫 

東京都 佐藤 雍男 

東京都 森戸 登志子 

東京都 成田 多恵子 

東京都 中島 嘉世子 

東京都 岡崎 俊子 

東京都 神保 雅之 

東京都 山下 千恵子 

東京都 坂井 由香子 

東京都 横山 佐代子 

東京都 大橋 孝司 

東京都 細谷 雅巳 

東京都 金澤 千代子 

東京都 後藤 幸子 

東京都 篠崎 ミハル 

東京都 當間 南海子 

東京都 関 とし子 

東京都 柳田 光子 

東京都 菊地 八重               （8/29訂正） 

東京都 盛田 忠夫  

山梨県 島本 眞理 

神奈川県 高橋 貞雄 

神奈川県 小野 光俊 

新潟県 酒井 格 
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地域 受賞者名 

石川県 中嶋 佳奈恵 

石川県 川本 茂 

福井県 折橋 昌子 

岐阜県 永縄 智子 

岐阜県 真野 敏 

静岡県 笹原 晴 

静岡県 斉藤 千恵子 

静岡県 森 栄子 

静岡県 古澤 正 

静岡県 西野 雅夫 

静岡県 澤野 京子 

静岡県 鈴木 政隆 

静岡県 山崎 幸枝 

静岡県 鈴木 廣次郎 

静岡県 杉山 あや子 

静岡県 加藤 充男 

静岡県 齋藤 良宏 

静岡県 杉村 康雄 

愛知県 小林 茂 

愛知県 浅岡 利佳 

愛知県 方波見 嘉世子 

愛知県 浅井 克美 

愛知県 大橋 和夫 

愛知県 吉村 和子 

愛知県 梛野 多恵子 

愛知県 岡 博子 

愛知県 恒川 陽子 
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地域 受賞者名 

三重県 多賀 ふみ子 

三重県 谷口 勇𠮷 

京都府 中藤 益子 

京都府 生源寺 治行 

京都府 小林 豊子 

大阪府 常原 伊三夫 

大阪府 松田 政子 

大阪府 芦田 加代子 

大阪府 上村 浩子 

奈良県 前田 裕子 

奈良県 宮 綾子 

奈良県 野口 厚子 

奈良県 笹部 和男 

兵庫県 青木 国宏 

島根県 白鹿 倭文 

岡山県 川上 弘道 

広島県 山田 清 

山口県 澄川 昌男 

徳島県 角田 義一郎 

高知県 片岡 康子 

高知県 中島 久美子 

熊本県 大林 凌 

熊本県 本田 恵美 

鹿児島県 長井 忠友 

※順不同、敬称略 

※府県等表彰（個人）は上表の他 7名が受賞（氏名等非公表） 

 


