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北海道 団体 星置南町内会ラジオ体操会 札幌市
北海道 個人 清水　清 千歳市
北海道 個人 藤井　ミヱ 札幌市
北海道 団体 宮前町会 函館市
北海道 個人 吉田　好克 森町
北海道 個人 堀　弘幸 旭川市
北海道 個人 横山　晃 旭川市
北海道 個人 原　照子 中標津町
北海道 個人 幸内　未吉 釧路市
北海道 団体 株式会社　石沢電気商会 北見市
北海道 個人 結城　昭幸 北見市
北海道 個人 河江　朋子 士幌町
北海道 個人 杉本　安吉 芽室町
北海道 団体 天神町会ラジオ体操会 小樽市
北海道 個人 大館　敏明 小樽市
北海道 個人 竹内　雅文 浦河町
北海道 個人 桜庭　忠雄 浦河町
北海道 個人 永澤　義人 砂川市
北海道 個人 悪七　廣雄 新十津川町
青森 団体 株式会社　奥羽日立　本社・青森営業所 青森市
青森 団体 株式会社　兼建興業 弘前市
青森 団体 株式会社　上磯電気工業 青森市
青森 団体 株式会社　脇川工務店 深浦町
岩手 団体 就労継続支援Ｂ型事業所　みずき園 久慈市
岩手 個人 佐藤　悦子 奥州市
宮城 個人 大畑　つや 仙台市
宮城 個人 阿部　勝義 仙台市
宮城 個人 菱沼　宏一郎 白石市
宮城 個人 鶴岡　かず子 多賀城市
秋田 団体 有限会社　久保田石油 秋田市
秋田 団体 有限会社　山内自動車商会 能代市
秋田 団体 八峰町 八峰町
秋田 個人 田中　京子 大館市
山形 団体 株式会社　石駒 山形市
山形 団体 株式会社　山形企業 山形市
山形 団体 株式会社　ミサワ車体 山形市
山形 個人 岡崎　博子 米沢市
福島 団体 信陵町会ラジオ体操愛好会 福島市
福島 団体 荒牧建設　株式会社 須賀川市
福島 団体 福島市腰浜町女性部 福島市
福島 個人 西坂　忠一 福島市
茨城 団体 夢town大洗スポーツクラブ 大洗町
茨城 団体 株式会社　タイヨー 神栖市
茨城 団体 日本原子力発電株式会社　東海発電所 東海村
茨城 個人 松本　和子 土浦市
栃木 団体 小山市 小山市
栃木 団体 親和工業　株式会社　佐野工場 佐野市
栃木 団体 株式会社　小林鉄工所 佐野市
栃木 団体 王子工営関東　株式会社 宇都宮市
栃木 団体 城山ラジオ体操サークル 佐野市
群馬 団体 桃ノ木ウォーク　四季の花 前橋市
群馬 団体 岩押ラジオ体操会 高崎市
群馬 個人 富安　一子 前橋市
群馬 個人 岡田　直巳 前橋市
群馬 個人 富沢　博 高崎市
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群馬 個人 根岸　正雄 館林市
群馬 個人 小林　俊一 みどり市
群馬 個人 小池　正孝 みどり市
埼玉 団体 山崎公園ラジオ体操の会 富士見市
埼玉 団体 堀之内3丁目町内会 さいたま市
埼玉 団体 日進１自衛隊官舎地区こども会 さいたま市
埼玉 団体 古新田ラジオ体操同好会 八潮市
埼玉 団体 株式会社　アサヒブロイラー　埼玉工場 日高市
埼玉 個人 根井　昭人 八潮市
埼玉 個人 井上　喜代子 春日部市
埼玉 個人 石田　巌 さいたま市
千葉 団体 トーイン　株式会社　野田事業所 野田市
千葉 団体 さわやか御宿ラジオ体操会 御宿町
千葉 団体 木更津市　老人福祉センター　ラジオ体操会 木更津市
千葉 個人 井上　由喜江 木更津市
千葉 個人 井原　英雄　 千葉市
東京 団体 東久留米市ラジオ体操連盟　二小体操会 東久留米市
東京 団体 杉並区井草森公園ラジオ体操会 杉並区
東京 団体 小淀公園ラジオ体操会 中野区
東京 団体 練馬区関公園トリム体操会 練馬区
東京 団体 品川区西大井ラジオ体操会 品川区
東京 団体 川端小学校ラジオ体操会 葛飾区
東京 団体 狛江市ラジオ体操会連盟 狛江市
東京 個人 小柴　博子 清瀬市
東京 個人 谷川　健一 小金井市
東京 個人 伊澤　信臣 世田谷区
東京 個人 安田　明雄 新宿区
東京 個人 加藤　幸男 大田区
東京 個人 佐藤　正代 板橋区
東京 個人 川口　正文 豊島区
東京 個人 大河内　克己 台東区
東京 個人 相原　英雄 台東区
東京 個人 岩井　重 文京区
東京 個人 大平　和子 荒川区
東京 個人 大室　綾子 足立区
東京 個人 荒木　政雄 葛飾区
東京 個人 髙橋　壮主 小平市
東京 個人 沖山　與逸 東大和市
東京 個人 和田　登代子 西東京市
東京 個人 大木　愛子 武蔵野市
東京 個人 山本　正夫 千代田区
東京 個人 森田　哲太郎 中央区
東京 個人 古源　弘 墨田区
東京 個人 岩田　勲 墨田区
東京 個人 有野　滋 目黒区
東京 個人 菊池　登知 日野市
神奈川 団体 古淵鵜野森グラウンド体操会 相模原市
神奈川 個人 新　士郎 相模原市
神奈川 個人 長澤　斉 相模原市
山梨 団体 相川地区体育協会　体操部 甲府市
山梨 団体 新紺屋地区体育協会　体操部 甲府市
山梨 団体 塔岩自治会ラジオ体操会 甲府市
山梨 個人 山本　稔 甲府市
新潟 団体 悠久山ラジオ体操会 長岡市
新潟 個人 南　陽子 新潟市
長野 団体 株式会社　山岸製作所 長野市
長野 団体 松代建設工業　株式会社 長野市
長野 団体 アスザックフーズ　株式会社 須坂市
富山 団体 農事組合法人　サカタニ農産 南砺市
富山 団体 ファインネクス 株式会社 舟橋村
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富山 団体 ダイト　株式会社 冨山市
石川 団体 株式会社　戸田組 七尾市
石川 団体 玉田工業　株式会社 金沢市
石川 個人 山本　悦子 金沢市
福井 団体 サカセ化学工業　株式会社 福井市
福井 団体 冨士経編　株式会社 鯖江市
福井 団体 株式会社　米澤物産 福井市
福井 団体 久富産業　株式会社 福井市
岐阜 団体 株式会社　高垣組 郡上市
静岡 団体 郷中会場 浜松市
静岡 団体 小川北公園ラジオ体操会 焼津市
静岡 団体 中里ラジオ体操会 焼津市
静岡 団体 オカドウメ　ラジオ体操会 焼津市
静岡 個人 泉谷　隆 浜松市
静岡 個人 古田　忠教 浜松市
静岡 個人 倉田　正雄 浜松市
静岡 個人 久島　道夫 浜松市
静岡 個人 髙井　寅二 浜松市
静岡 個人 中村　富雄 浜松市
静岡 個人 山田　孝 焼津市
静岡 個人 青木　昭市 焼津市
静岡 個人 稲森　保夫 焼津市
静岡 個人 石垣　晋 焼津市
静岡 個人 山田　忠 焼津市
静岡 個人 横井　弘吉 静岡市
静岡 個人 桑原　道子 静岡市
静岡 個人 山田　榮司 静岡市
静岡 個人 清野　勁 静岡市
静岡 個人 杉原　京子 静岡市
静岡 個人 桑山　澄子 静岡市
愛知 団体 株式会社　コジマ 刈谷市
愛知 団体 株式会社　冨田組 田原市
愛知 個人 浅井　貞郎 名古屋市
愛知 個人 須賀　たま子 名古屋市
愛知 個人 水野　義文 名古屋市
愛知 個人 園岡　嬉美 名古屋市
愛知 個人 浅井　美代子 名古屋市
三重 団体 伊坂ダムラジオ体操同好会 四日市市
三重 団体 修成地区ラジオ体操会　さんさんかい 津市
滋賀 団体 長等学区自治連合会 大津市
滋賀 団体 三恵工業　株式会社 栗東市
京都 団体 栄楽会早朝ラジオ体操 久御山町
大阪 団体 肥満予防教室修了者の会　すみれ会 大阪市
大阪 団体 軽費老人ホーム（ケアハウス）豊寿荘 豊中市
大阪 団体 社会福祉法人　悠生会　 富田林市
大阪 団体 ウメトク　株式会社 大阪市
大阪 団体 株式会社　南出キカイ 大阪市
大阪 団体 ロザイ工業　株式会社 大阪市
大阪 個人 大荒　スエ子 大阪市
大阪 個人 西岡　竹忠 箕面市
大阪 個人 佐伯　康成 箕面市
大阪 個人 岡本　平 茨木市
大阪 個人 上野　志登子 大阪市
大阪 個人 森上　弘 大阪市
大阪 個人 今井　弘子 枚方市
大阪 個人 矢羽田　眞一 大阪市
奈良 団体 株式会社　渋谷 桜井市
奈良 団体 奈良ダイハツ　株式会社　橿原店 橿原市
奈良 個人 山本　順平 御所市
奈良 個人 米田　裕保 御所市
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奈良 個人 太田尾　昌幸 大和郡山市
奈良 個人 清家　秀秋 大和郡山市
奈良 個人 北川　三郎 大和郡山市
和歌山 団体 田辺ダイハツ販売　株式会社 田辺市
兵庫 団体 百合ヶ丘むつみ会 神戸市
兵庫 団体 朝来市役所 朝来市
鳥取 団体 ユタカ自動車　株式会社 鳥取市
島根 団体 清和鉄工　株式会社 斐川町
島根 個人 中村　俊郎 大田市
岡山 団体 尾崎商事　株式会社　 岡山市
岡山 団体 タイメック　株式会社 総社市
広島 団体 広島菱重興産　株式会社 広島市
広島 団体 豊テクノ　株式会社 東広島市
広島 団体 北斗電気工業　株式会社 呉市
広島 個人 木下　清司 広島市
山口 団体 山陽鋼機建設　株式会社 山口市
徳島 個人 小黒　美重子 鳴門市
徳島 個人 足立　博一 徳島市
徳島 個人 秋田　正一郎 徳島市
徳島 個人 吉田　孝美 徳島市
香川 団体 川北木材　株式会社 さぬき市
香川 個人 大西　寛 善通寺市
愛媛 団体 四国建設機械販売　株式会社 松山市
愛媛 団体 株式会社　久保建設 久万高原町
愛媛 団体 株式会社　南海トータルコンストラクション 松山市
高知 団体 土佐電気鉄道　株式会社 高知市
高知 団体 須崎市立須崎小学校 須崎市
高知 団体 株式会社　葉山ヒューテック 津野町
高知 個人 吉村　勝之 須崎市
福岡 団体 野崎機器工業　株式会社 北九州市
福岡 団体 元気な木屋瀬校区　健康の会 北九州市
福岡 団体 篠栗下町ラジオ体操 篠栗町
福岡 団体 合資会社　福岡鉄工所 須恵町
福岡 団体 恵風苑 福岡市
福岡 団体 拓新産業　株式会社 福岡市
佐賀 団体 神埼工業　株式会社 神埼市
佐賀 団体 有限会社　カトウ商会 唐津市
長崎 団体 株式会社　ピーエヌ機電 時津町
長崎 団体 山本産業　株式会社 諫早市
長崎 団体 佐世保配車センター協同組合 佐世保市
長崎 団体 株式会社　王子工業 佐世保市
熊本 団体 社会福祉法人　水光会　特別養護老人ホーム　しらぬい荘 宇城市
熊本 団体 丸昭建設　株式会社 あさぎり町
熊本 団体 医療法人　カジオ会　八代病院 八代市
熊本 団体 荒尾自動車興業　株式会社 荒尾市
熊本 団体 合資会社　釜田醸造所 人吉市
大分 団体 株式会社　九電工　大分支店 大分市
大分 団体 尾田さわやか体操クラブ 大分市
大分 個人 猪原　末隆 大分市
宮崎 団体 株式会社　ニチワ 日南市
宮崎 団体 株式会社　宮崎ヒューマンサービス 都城市
宮崎 団体 南九州尾園建設　株式会社 宮崎市
鹿児島 団体 久見崎産業　株式会社 薩摩川内市
鹿児島 団体 竹之内穀類産業　株式会社 鹿児島市
鹿児島 団体 西日本エンジニアリング　株式会社 志布志市
鹿児島 団体 豊明建設　株式会社 鹿屋市
沖縄 団体 株式会社　丸忠 浦添市
沖縄 団体 株式会社　ふちかみ　沖縄支店 八重瀬町
沖縄 団体 曙願寿会 那覇市
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