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府県等表彰（245団体・名）

北海道 団体 株式会社余市自動車工業 余市町
北海道 団体 みどりの里　ラジオ体操会 北広島市
北海道 団体 介護老人保健施設浦河緑苑 浦河町
北海道 団体 長万部町曙町内会 長万部町
北海道 団体 北見朝日地区おはようラジオ体操会 北見市
北海道 団体 あさがおラジオ体操会 本別町
北海道 団体 北海道糖業株式会社　本別製糖所 本別町
北海道 個人 工藤　眸 滝川市
北海道 個人 佐藤　満 三笠市
北海道 個人 近田　金治 岩内町
北海道 個人 小室　倫子 札幌市
北海道 個人 武田　早百合 札幌市
北海道 個人 菊池　晃啓 むかわ町
北海道 個人 寺岡　弘子 函館市
北海道 個人 渡辺　松子 旭川市
北海道 個人 田村　良男 中富良野町
北海道 個人 工藤　寅雄 北見市
北海道 個人 加藤　義則 根室市
北海道 個人 我妻　洋子 別海町
青森県 団体 社会福祉法人　つがる三和会　ケアハウス　いたや荘 板柳町
青森県 団体 青森保健生活協同組合 青森市
青森県 団体 社会福祉法人　オリーブ会 弘前市
青森県 団体 原燃輸送株式会社　六ヶ所輸送事業所 六ヶ所村
岩手県 団体 一関早起きラジオ体操会 一関市
岩手県 団体 株式会社共和緑化 花巻市
岩手県 団体 二枚橋子供会 花巻市
宮城県 団体 株式会社エコー設備工業 白石市
宮城県 個人 今村　寿 富谷町
宮城県 個人 大林　一信 仙台市
宮城県 個人 佐藤　冨士男 仙台市
秋田県 団体 有限会社小松自動車興業 大館市
秋田県 団体 太平興業株式会社　秋田支店 秋田市
秋田県 個人 相場　悟 秋田市
秋田県 個人 見上　幹夫 三種町
山形県 団体 山形ガス管工株式会社 山形市
山形県 団体 有限会社徳正合板 山形市
山形県 団体 中部地区ラジオ体操会 米沢市
山形県 団体 株式会社小国自動車整備工場 小国町
福島県 団体 あおばクラブ 福島市
福島県 団体 新ふくしま農業協同組合 福島市
福島県 団体 酪王乳業株式会社 郡山市
福島県 個人 佐藤　勝夫 富岡町
茨城県 団体 株式会社富田製作所 古河市
茨城県 団体 日本メカニック株式会社　阿見工場 阿見町
茨城県 団体 株式会社SAYコンピュータ ひたちなか市
茨城県 個人 中村　節子 鹿嶋市
栃木県 団体 株式会社パン・アキモト 那須塩原市
栃木県 団体 株式会社ハルプ・エンタープライズ 佐野市
栃木県 団体 有限会社田名網電機工業所 佐野市
栃木県 団体 昭和電機株式会社 佐野市
栃木県 団体 大和鋼管工業株式会社 さくら市
栃木県 団体 足利市清掃事業株式会社 足利市
栃木県 団体 ナスハウス工業株式会社 塩谷町
群馬県 団体 学校法人昌賢学園　群馬医療福祉大学 前橋市
群馬県 団体 株式会社　GSC 前橋市
群馬県 団体 株式会社　LIC 前橋市
群馬県 団体 株式会社　ボルテックスセイワ 安中市
群馬県 団体 日清フーズ株式会社　館林工場 館林市
群馬県 個人 石黒　ひで みどり市
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群馬県 個人 田村　泰子 館林市
群馬県 個人 田部井　美恵子 館林市
埼玉県 団体 武里みどり住宅自治会 春日部市
埼玉県 団体 シェープアップと若返り体操会 さいたま市
埼玉県 団体 日生工業株式会社 本庄市
埼玉県 個人 木村　進 八潮市
埼玉県 個人 武内　清和 八潮市
埼玉県 個人 中澤　充 草加市
埼玉県 個人 上原　十九三 春日部市
埼玉県 個人 二國　昭平 春日部市
千葉県 団体 佐倉市王子台4丁目ラジオ体操会 佐倉市
東京都 団体 浜ニラジオ体操会 中央区
東京都 団体 宮前公園ラジオ体操会 中野区
東京都 団体 リバーパーク汐入町会 荒川区
東京都 団体 小松川千本桜広場しあわせ会 江戸川区
東京都 団体 北町こども広場 武蔵野市
東京都 個人 明珍　宗信 渋谷区
東京都 個人 大瀧　進一郎 杉並区
東京都 個人 亀井　治子 新宿区
東京都 個人 田　吉朗 台東区
東京都 個人 青柳　智子 台東区
東京都 個人 茂野　みや子 足立区
東京都 個人 野中　和夫 足立区
東京都 個人 清水　光昭 葛飾区
東京都 個人 稲村　敏夫 文京区
東京都 個人 櫻木　きよ 文京区
東京都 個人 鈴木　ツネ子 大田区
東京都 個人 田村　壽重 豊島区
東京都 個人 槍田 　千江子 北区
東京都 個人 小野　波津江 小金井市
東京都 個人 平野　洋一 西東京市
東京都 個人 幸田　年功 狛江市
東京都 個人 春摘　智 東大和市
山梨県 団体 昭和町 昭和町
山梨県 団体 株式会社キッツ　長坂工場 長坂町
山梨県 個人 田中　好久 中央市
山梨県 個人 堀内　民子 甲府市
新潟県 団体 株式会社セキ 新潟市
新潟県 団体 株式会社阿部製作所 柏崎市
長野県 団体 山谷運輸株式会社 諏訪市
富山県 団体 株式会社神通電機 立山町
富山県 団体 株式会社エスケーテック 黒部市
富山県 団体 株式会社速星精工 富山市
富山県 団体 株式会社高岡ケージ工業 高岡市
石川県 団体 村井索道株式会社 小松市
石川県 個人 本井　照美 白山市
石川県 個人 寺下　幸弘 能登町
福井県 団体 福井モータース株式会社 福井市
福井県 団体 竹原運輸株式会社 福井市
福井県 団体 クリーンテクノ株式会社 鯖江市
岐阜県 団体 穂積建設株式会社 郡上市
岐阜県 団体 富加の青少年を育てる会 富加町
岐阜県 個人 篠田　小夜子 岐阜市
岐阜県 個人 平瀬　泰宏 多治見市
静岡県 団体 上島親水公園ラジオ体操会 浜松市
静岡県 団体 初生公会堂毎日ラジオ体操会 浜松市
静岡県 団体 クラリアントジャパン株式会社　静岡工場 掛川市
静岡県 団体 田尻北浜ラジオ体操会 焼津市
静岡県 団体 田尻北岡ラジオ体操会 焼津市
静岡県 団体 袖師公園会場 静岡市
静岡県 団体 清水区緑が丘公園会場 静岡市
静岡県 個人 土屋　泰代 浜松市
静岡県 個人 榊原　ちえ子 浜松市
静岡県 個人 本間　清子 浜松市
静岡県 個人 松井　克子 焼津市
静岡県 個人 山口　ひで子 焼津市



静岡県 個人 伊藤　光子 焼津市
静岡県 個人 中野　行男 焼津市
静岡県 個人 齋藤　壽 静岡市
静岡県 個人 松永　清 静岡市
静岡県 個人 花村　秋子 静岡市
静岡県 個人 杉山　左加江 静岡市
静岡県 個人 青島　文恵 静岡市
静岡県 個人 鈴木　芳江 静岡市
静岡県 個人 田中　嘉代子 静岡市
愛知県 団体 日清オイリオグループ株式会社　名古屋工場 名古屋市
愛知県 団体 井上鋼材株式会社 名古屋市
愛知県 団体 株式会社島田製作所 春日井市
愛知県 団体 有限会社サカエ 尾張旭市
愛知県 団体 西尾市立一色中部小学校 西尾市
愛知県 個人 六鹿　恵子 稲沢市
愛知県 個人 小竹　亜弥 蟹江町
愛知県 個人 岩田　博義 名古屋市
愛知県 個人 佐藤　要 北名古屋市
愛知県 個人 禰冝田　次朗 北名古屋市
愛知県 個人 中川　成光 北名古屋市
愛知県 個人 金田　弘子 蒲郡市
三重県 団体 株式会社デンソー　大安製作所 いなべ市
三重県 個人 佐野　隆雄 津市
三重県 個人 市川　和美 津市
三重県 個人 古川　和男 四日市市
三重県 個人 中村　多惠子 四日市市
三重県 個人 山本　ひろ子 四日市市
滋賀県 団体 三友エレクトリック株式会社 米原市
京都府 団体 朝日レントゲン工業株式会社 京都市
京都府 個人 奥村　哲二 京都市
京都府 個人 脇坂　佳代子 京都市
京都府 個人 馬場　岑生 京都市
大阪府 団体 梅香東公園ラジオ体操会 大阪市
大阪府 団体 長吉東部中央公園ラジオ体操の会 大阪市
大阪府 団体 桑津東公園ラジオ体操会 大阪市
大阪府 団体 安田金属工業株式会社 大阪市
大阪府 団体 花園ラグビー場中央公園ラジオ体操・みんなの体操会 東大阪市
大阪府 団体 株式会社椿本カスタムチエン 東大阪市
大阪府 団体 河内長野　旭ヶ丘ラジオ体操健康クラブ 河内長野市
大阪府 団体 かがり青和会 富田林市
大阪府 個人 十河　美代子 大阪市
大阪府 個人 進藤　茂 大阪市
大阪府 個人 熊村　秀人 大阪市
大阪府 個人 中村　キヨ子 大阪市
大阪府 個人 下園　一三 豊中市
大阪府 個人 成宮　健二 寝屋川市
大阪府 個人 浅田　重一 東大阪市
兵庫県 団体 鵯越登山会 神戸市
兵庫県 団体 ほほえみ会 神戸市
兵庫県 団体 株式会社マルテン 豊岡市
兵庫県 個人 大倉　宗明 神戸市
兵庫県 個人 黒木　朝子 神戸市
兵庫県 個人 長谷川　邦夫 神戸市
兵庫県 個人 笹間　修 神戸市
奈良県 団体 平城宮跡ラジオ体操和の会 奈良市
奈良県 団体 五條市立阿太小学校 五條市
奈良県 団体 寧薬化学工業株式会社 大和高田市
奈良県 個人 小田　千秋 御所市
奈良県 個人 津田　早苗 奈良市
奈良県 個人 市原　淳治 奈良市
奈良県 個人 栢森　敏男 奈良市
奈良県 個人 黒飛　文子 大和郡山市
奈良県 個人 曽山　宏 御所市
鳥取県 団体 鳥取三菱自動車販売株式会社　鳥取松並店 鳥取市
鳥取県 団体 有限会社田口彦 北栄町
島根県 団体 知夫里朝起き会 知夫村



島根県 団体 波積町健康づくり推進会 江津市
岡山県 団体 株式会社ヨータイ吉永工場 備前市
岡山県 団体 酒津商事株式会社 倉敷市
広島県 団体 あけぼの体操会 福山市
広島県 団体 日本ホイスト株式会社 福山市
広島県 団体 甲田町夏季ラジオ体操会実行委員会 安芸高田市
広島県 団体 荻野工業株式会社 熊野町
山口県 団体 川中健康ラジオ体操部 下関市
山口県 団体 日本道路株式会社　中国支店　山口営業所 防府市
山口県 団体 大興工業株式会社 岩国市
徳島県 団体 株式会社北島建設 徳島市
徳島県 個人 秋山　義孝 徳島市
徳島県 個人 大崎　和久 徳島市
徳島県 個人 杉田　鈴子 鳴門市
香川県 団体 葵機工株式会社 高松市
香川県 団体 社会福祉法人長尾福祉会ハーティヴィラ亀鶴ショートステイセンター さぬき市
愛媛県 団体 薦田紙工業株式会社 四国中央市
愛媛県 団体 昭和会 宇和島市
愛媛県 団体 松山城ラジオ体操会 松山市
高知県 団体 三和製紙株式会社 土佐市
高知県 個人 立仙　充子 高知市
高知県 個人 中川　篤子 須崎市
福岡県 団体 西門司校区まちづくり協議会　健康づくり部会 北九州市
福岡県 団体 松隈重機工業株式会社 糸島市
福岡県 団体 博多区堅粕4丁目1区～5区 福岡市
福岡県 団体 株式会社黒木建設 福岡市
福岡県 団体 曙ラジオ体操健康クラブ 福岡市
福岡県 団体 株式会社友添鉄工所 柳川市
佐賀県 団体 株式会社岸本組 唐津市
佐賀県 団体 株式会社親和コンサルタント 佐賀市
佐賀県 団体 株式会社ライフサポート 佐賀市
長崎県 団体 長崎自動車株式会社 長崎市
長崎県 団体 株式会社西海建設 長崎市
長崎県 団体 おおむらケーブルテレビ株式会社 大村市
長崎県 団体 アーテック工房株式会社 東彼杵町
熊本県 団体 医療法人潤心会　熊本セントラル病院 大津市
熊本県 団体 山鹿市立山鹿中学校 山鹿市
熊本県 団体 町民グランドでラジオ体操をして元気になろう会 八代市
熊本県 個人 柴田　茂美 熊本市
大分県 団体 株式会社大森工業所 大分市
大分県 団体 仲道トーヨー株式会社 大分市
大分県 団体 市原老人クラブ　福寿会 豊後大野市
大分県 個人 馬庭　秀子 大分市
宮崎県 団体 株式会社河宗 都城市
宮崎県 団体 株式会社ヨコム 三股町
宮崎県 団体 宮前建設株式会社 日向市
宮崎県 団体 株式会社文化コーポレーション 宮崎市

鹿児島県 団体 有限会社村田建設 さつま町
鹿児島県 団体 株式会社マツオ 鹿児島市
沖縄県 団体 株式会社南西産業 豊見城市
沖縄県 団体 平安座総合開発株式会社 うるま市
沖縄県 団体 株式会社カイ総合設備 那覇市
沖縄県 団体 株式会社屋島組 那覇市

※府県等表彰は、他に1名の受賞者がいます。
※敬称略


