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府県等表彰(264団体・人)

北海道 団体 株式会社明治 十勝工場 芽室町
北海道 団体 北見東相内地区おはようラジオ体操会 北見市
北海道 団体 さわやかラジオ体操会・冒険公園 札幌市
北海道 団体 中歌ラジオ体操愛好の集い 乙部町
北海道 団体 東町ふれあいラジオ体操会 浦河町
北海道 個人 青木　義則　 江差町
北海道 個人 安藤　幸子 滝川市
北海道 個人 安藤　秀則 三笠市
北海道 個人 亀井　良三 北見市
北海道 個人 岸本　好且 余市町
北海道 個人 久々江　輝喜 札幌市
北海道 個人 櫻田　葉子 旭川市
北海道 個人 塩野　政昇 苫小牧市
北海道 個人 清水　昌 釧路市
北海道 個人 中山　イチ子 札幌市
北海道 個人 濱口　貞雄 小樽市
北海道 個人 森　チエ子 別海町
北海道 個人 渡辺　亮 旭川市
青森県 団体 株式会社たから 田子町
青森県 団体 紺野建設株式会社 十和田市
青森県 個人 小鹿　壽雄 青森市
青森県 個人 齊藤　比呂之 弘前市
岩手県 団体 ＡＬＳＯＫ岩手株式会社 盛岡市
岩手県 団体 株式会社佐原 一関市
岩手県 団体 日東自動車工業株式会社 釜石市
宮城県 団体 株式会社明治 東北工場 大和町
宮城県 団体 北日本電線株式会社 槻木事業所 柴田町
宮城県 個人 飯塚　正広 仙台市
宮城県 個人 千田　昭三 仙台市
秋田県 団体 秋田海陸運送株式会社 秋田市
秋田県 団体 株式会社稲庭うどん小川 湯沢市
秋田県 個人 石戸谷　智子 大館市
秋田県 個人 工藤　稔 三種町
山形県 団体 株式会社カトーコーポレーション 上山市
山形県 団体 株式会社三陽製作所 南陽市
山形県 団体 株式会社メドテック 山形市
山形県 個人 三澤　良次 山形市
福島県 団体 奥越部品株式会社 福島工場 田村市

平成25年度ラジオ体操優良団体等表彰　府県等表彰受賞者

市区町村名地域 区別 受賞者名



福島県 団体 社会福祉法人いわき福音協会　生活介護事業所ポポロ いわき市
福島県 団体 関場建設株式会社 南相馬市
茨城県 団体 石岡ソフトテニス協会 石岡市
茨城県 団体 株式会社金陽社 岩間工場 笠間市
茨城県 団体 テスコ株式会社 農林事務局事業所 つくば市
茨城県 個人 天貝　進 土浦市
栃木県 団体 岡本地区ラジオ体操同好会 宇都宮市
栃木県 団体 北関東綜合警備保障株式会社 宇都宮市
栃木県 団体 はが野農業協同組合 茂木支店 茂木町
栃木県 団体 有限会社石村ライン工業 宇都宮市
栃木県 個人 野田　光典 野木町
群馬県 団体 株式会社プリエッセ 高崎市
群馬県 団体 株式会社真柄鉄工所 前橋市
群馬県 団体 群馬地区体育振興会 高崎市
群馬県 団体 有限会社毛野考古学研究所 前橋市
群馬県 個人 大野　智子 高崎市
群馬県 個人 梶田　順一 館林市
群馬県 個人 小暮　伸吉 みどり市
埼玉県 団体 おはよう会 春日部市
埼玉県 団体 くすのきラジオ体操クラブ 越谷市
埼玉県 団体 日栄電機株式会社 熊谷市
埼玉県 団体 水判土自治会 さいたま市
埼玉県 団体 安松神社朝のラジオ体操会 所沢市
埼玉県 個人 田中　博康 八潮市
埼玉県 個人 服部　博子 さいたま市
埼玉県 個人 林　カヨ 八潮市
千葉県 団体 アシザワ・ファインテック株式会社 習志野市
千葉県 団体 株式会社音映システム 船橋市
千葉県 団体 木更津市畑沢4丁目能満寺公園ラジオ体操会 木更津市
千葉県 団体 木更津市畑沢南6丁目うららヶ丘公園ラジオ体操会 木更津市
千葉県 団体 千葉市若葉保健福祉センター 千葉市
千葉県 個人 嶋田　孝弘 佐倉市
東京都 団体 昭島ラジオ体操会 昭島市
東京都 団体 小山小体操会 東久留米市
東京都 団体 東京実業健康保険組合 中央区
東京都 団体 南池袋一丁目町会 豊島区
東京都 個人 青山　眞平 台東区
東京都 個人 旭谷　昭正 練馬区
東京都 個人 足立　美津子 品川区
東京都 個人 生駒　香世子 日野市
東京都 個人 伊藤　幸子 渋谷区
東京都 個人 大蔵　ミヨ子 小金井市
東京都 個人 梶山　悦江 文京区
東京都 個人 河橋　活定 杉並区
東京都 個人 木村　雅一 墨田区
東京都 個人 栗原　六藏 渋谷区
東京都 個人 菅原　正勝 台東区
東京都 個人 鈴木　信樹 板橋区



東京都 個人 田口　キヨ子 文京区
東京都 個人 竹林　教夫 中央区
東京都 個人 竹前　英子 墨田区
東京都 個人 田代　明 西東京市
東京都 個人 田中　淳浩 目黒区
東京都 個人 角田　開代子 新宿区
東京都 個人 手塚　喜子 江東区
東京都 個人 戸倉　米子 足立区
東京都 個人 平井　文男 大田区
東京都 個人 福田　千鶴 小平市
東京都 個人 古家　千代子 荒川区
東京都 個人 正木　知生 西東京市
東京都 個人 村田　美佐子 武蔵村山市
東京都 個人 湯田　きみ子 八王子市
神奈川県 団体 横浜市青葉スポーツセンター 横浜市
神奈川県 団体 ラジオ体操をする会 伊勢原市
神奈川県 個人 伊臣　久子 川崎市
神奈川県 個人 山口　規子 横浜市
神奈川県 個人 山本　美智子 横浜市
山梨県 団体 公益財団法人富士吉田体育協会 富士吉田市
山梨県 団体 サントリーワインインターナショナル株式会社　サントリー登美の丘ワイナリー 甲斐市
新潟県 団体 白山浦健康会 新潟市
新潟県 個人 桜井　カツエ 長岡市
長野県 団体 小林製袋産業株式会社 飯田市
長野県 団体 さわやか宇達ラジオ体操会 長野市
長野県 団体 長野県連合青果株式会社 上田市
長野県 個人 五味　義久 下諏訪町
富山県 団体 株式会社石金精機 富山市
富山県 団体 株式会社ジャパントルクス 富山市
富山県 団体 日の出屋製菓産業株式会社 南砺市
石川県 団体 株式会社ＢＢＳ金明 白山市
石川県 団体 フジタ技研株式会社 能美市
石川県 団体 本田鉄工株式会社 金沢市
石川県 個人 竹中　修 かほく市
福井県 団体 株式会社エクセル眼鏡 鯖江市
福井県 団体 株式会社ナカテック 坂井市
福井県 団体 株式会社マルジン 越前市
岐阜県 団体 生駒鍍金工業株式会社 関市
岐阜県 団体 株式会社鵜飼 各務原市
岐阜県 団体 株式会社藤建鋼 各務原市
岐阜県 個人 鷲見　明俊 山県市
岐阜県 個人 高木　範夫 本巣市
岐阜県 個人 高野　卓哉 岐阜市
岐阜県 個人 田中　伊津子 郡上市
岐阜県 個人 田中　實 郡上市
静岡県 団体 新居町ラジオ体操会 湖西市
静岡県 団体 石津中央公園ラジオ体操会 焼津市
静岡県 団体 オグマ工業株式会社 静岡市



静岡県 団体 ディスカバリーパークラジオ体操会 焼津市
静岡県 個人 青木　輝夫 焼津市
静岡県 個人 池沼　毅雄 浜松市
静岡県 個人 江間　五平 浜松市
静岡県 個人 岡本　静雄 焼津市
静岡県 個人 河合　伸之 浜松市
静岡県 個人 竹井　テル子 静岡市
静岡県 個人 竹内　龍幸 浜松市
静岡県 個人 中野　美恵子 焼津市
静岡県 個人 根本　昌浩 静岡市
静岡県 個人 花村　侑子 静岡市
静岡県 個人 宮杜　暁 静岡市
静岡県 個人 森　三子 焼津市
静岡県 個人 山川　貞雄 焼津市
静岡県 個人 山本　いま枝 静岡市
静岡県 個人 渡邉　あき江 静岡市
愛知県 団体 一般財団法人郵政福祉東海地方本部 名古屋市
愛知県 団体 大幸建設工業株式会社 春日井市
愛知県 団体 千代田電子工業株式会社 豊川市
愛知県 団体 名城体操会 名古屋市
愛知県 団体 明菱サービス株式会社 名古屋市
愛知県 個人 石原　正美 あま市
愛知県 個人 斎木　済 清洲市
愛知県 個人 鈴木　哲朗 蒲郡市
愛知県 個人 早川　正利 名古屋市
愛知県 個人 武藤　弘 あま市
愛知県 個人 山口　一弘 蒲郡市
愛知県 個人 山田　進 名古屋市
三重県 団体 株式会社石吉組 志摩市
三重県 団体 前野段ボール株式会社 四日市市
三重県 個人 小林　友子 四日市市
三重県 個人 吉村　リサ子 四日市市
京都府 団体 内外エンジニアリング株式会社 京都市
京都府 個人 飯田　勝巳 京都市
京都府 個人 村　直夫 京都市
京都府 個人 舩越　幸夫 京都市
京都府 個人 古谷　義弘 京都市
大阪府 団体 大阪城　和会 大阪市
大阪府 団体 小山鋼材株式会社 大阪市
大阪府 団体 三栄電気工業株式会社 大阪市
大阪府 団体 システムスクエア株式会社 大阪市
大阪府 団体 田尻町ラジオ体操サークル 田尻町
大阪府 団体 大同化学工業株式会社 大阪市
大阪府 団体 日東電機産業株式会社 豊中市
大阪府 団体 枚方公園有志みんなのラジオ体操会 枚方市
大阪府 個人 蘓　功太郎 大阪市
大阪府 個人 浦川　太一 東大阪市
大阪府 個人 小林　英子 大阪市



大阪府 個人 冨岡　修 箕面市
大阪府 個人 中井　昭治 茨木市
大阪府 個人 萩原　英子 門真市
大阪府 個人 藤原　忠信 大阪市
大阪府 個人 松尾　英之輔 茨木市
大阪府 個人 森花　冨夫 豊中市
大阪府 個人 森本　彰 大阪市
兵庫県 団体 株式会社さくら工業所 尼崎市
兵庫県 団体 株式会社三和建設 宝塚市
兵庫県 団体 株式会社大日製作所 高砂市
兵庫県 団体 株式会社徳岡工務店 尼崎市
兵庫県 団体 交友印刷株式会社 神戸市
兵庫県 団体 須磨妙見堂ラジオ体操の会 神戸市
兵庫県 団体 東洋精機株式会社 尼崎市
兵庫県 個人 竹山　ヒフ子 神戸市
兵庫県 個人 宮内　徹 神戸市
兵庫県 個人 渡辺　昇 神戸市
奈良県 団体 株式会社中川組 橿原市
奈良県 団体 城ヶ丘・城友会ラジオ体操部 大和郡山市
奈良県 団体 奈良県警察本部 奈良市
奈良県 団体 日本ニット株式会社 香芝市
奈良県 団体 大和郡山市役所 大和郡山市
奈良県 個人 米田　弘 御所市
奈良県 個人 森井　美知代 御所市
和歌山県 団体 新宮市蓬莱公民分館 新宮市
鳥取県 団体 株式会社富士ユニコン 鳥取市
島根県 団体 雲南福祉サービス株式会社 雲南市
島根県 団体 株式会社Ｒendez-Ｖous 松江市
島根県 団体 大昌株式会社 松江市
島根県 団体 広島ガスエナジー株式会社 安来市
岡山県 団体 株式会社すえ木工 津山市
岡山県 団体 ネッツトヨタ山陽株式会社 岡山市
岡山県 個人 三村　徳道 井原市
広島県 団体 株式会社マルハ外装 東広島市
広島県 団体 共和工業株式会社 福山市
広島県 団体 向原町体育指導委員会 安芸高田市
広島県 個人 西田　雅行 広島市
山口県 団体 株式会社ウエムラエナジー 岩国市
山口県 団体 株式会社ひびき精機 下関市
山口県 団体 有限会社エヌエステクノ 山陽小野田市

山口県 個人 吉野　信朗 山口市
徳島県 個人 板谷　富恵 鳴門市
徳島県 個人 大石　宗史 徳島市
徳島県 個人 小川　節子 徳島市
徳島県 個人 久保　賢市 徳島市
香川県 団体 大東産業株式会社 高松市
香川県 団体 富士船舶装備株式会社 高松市
愛媛県 団体 今治造船株式會社 今治市



愛媛県 団体 株式会社近藤機工 新居浜市
愛媛県 団体 株式会社曽我部鐵工所 新居浜市
高知県 団体 土佐くろしお農業協同組合 須崎市
高知県 個人 西森　律 南国市
福岡県 団体 行事東町区 行橋市
福岡県 団体 槻田第五自治区会 北九州市
福岡県 個人 中嶋　祥元 福岡市
佐賀県 団体 シンテック株式会社 佐賀市
佐賀県 団体 吉永建設株式会社 伊万里市
長崎県 団体 旭測量設計株式会社 佐世保市
長崎県 団体 株式会社岡本組 壱岐市
長崎県 団体 桜田会 大村市
長崎県 団体 社会福祉法人みのり会 救護施設あいこう園 長崎市
熊本県 団体 株式会社鍬田電設 天草市
熊本県 団体 株式会社武田建設 水上村
熊本県 団体 株式会社フタバ 熊本市
熊本県 団体 社会福祉法人至誠会　特別養護老人ホーム　安寿の里 八代市
熊本県 団体 八代市立東陽小学校 八代市
熊本県 団体 株式会社ユーテックス 八代市
大分県 団体 株式会社柴田産業 大分市
大分県 団体 佐屋ノ元おはよう会 豊後高田市
大分県 団体 津久見市消防本部 津久見市
大分県 個人 釘宮　磐　 大分市
宮崎県 団体 株式会社光洋 小林市
宮崎県 団体 株式会社丸正フーズ えびの市
宮崎県 団体 宮崎ディーゼル株式会社 延岡市
鹿児島県 団体 スカラー株式会社 九州工場 伊佐市
鹿児島県 団体 曽於市役所 曽於市
鹿児島県 団体 山下小学校校区 あいご会 鹿児島市
沖縄県 団体 医療法人大平会 浦添市
沖縄県 団体 タマキハウジング株式会社 那覇市
沖縄県 団体 那覇総合ガス株式会社 那覇市
沖縄県 個人 上原　美智子 那覇市
※府県等表彰は、ほかに1名受賞者がいます。
※敬称略


