
第 637 回実行章受章者発表！ 

 
第 637 回実行章（平成 28 年 10 月 25 日発表）受章おめでとうございます。 

今回の受章者数は 3,396 名です。 
 
都道府県 実行者名／団体名 

岩手県 (団体) 久慈市立侍浜中学校 岩手県立久慈東高等学校 

  岩手町立久保小学校 岩手県立大槌高等学校 

    宮古市立第一中学校 岩手県立花巻清風支援学校 

  奥州市立小山中学校 

秋田県 (個人) 佐藤愛子 

山形県 (個人) 渋谷一波 山口登志美 

  (団体) 株式会社マルハチ 庄内町立余目第二小学校児童会 

群馬県 (個人) 勝野光昭 神戸菜々美 

    飯塚菜乃 

栃木県 (個人) 荻原 崇 鈴木 葵 

    佐藤大斗 青木秀太 

  福田煌太 

東京都 (個人) 富田大輔 数野 勝 

  下山 忠 柴田哲男 

    逸見聖一 國井達清 

  林 成一 長澤 栄 

    齋藤 紘 鏡 未雄 

  𣘺本 勲 長谷川正樹 

    松崎正勝 直井聖治 

千葉県 (個人) 宮原海斗 児玉陽南 

    中野ひかり 渡邉瑠夏音 

  小出夏希 中根未来 

    佐野結唯 和佐間芽弥 

  永田奏穏 町田理司 

    永田慧真 石川真菜 

  難波美羽 矢田遥久 

    礒谷真結子 飯田凌久 

  朝生優斗 石田康輝 

    細井紫夕 村山葵音 

  星明香里 阿部眞大 



    内藤萌咲 佐藤世夏 

  内藤華帆 江本菜那花 

    岡本伊織 木内理緒 

  樋田優海 染谷和沙 

    満井海児 酒井捺央人 

  千葉清斗 重久陽太 

    伊藤大生 名越瑞栄 

  川上夏央 秋谷達樹 

    中村こころ 大堀天空 

  鳥畑良吉 田中絵菜 

    中島瑠奈 杉山心美 

  中嶋歩乃花 和田元気 

    鈴木健太 伊藤優奈 

  藤田孝一 若梅優咲 

    榎本陽気 山口弥宵 

  中島生暖 宇野侑和 

    吉田豊清 菅井 輝 

  市原佳穂 長嶋建喜 

    高橋李皇 石田愛美 

  佐藤愛音 宇井凜桜 

    岩﨑聖和 髙品充嘉 

  岡田夢羽 伊藤日葵 

    亀川珠瑚 林 千哩 

  金田侑々 山﨑遼平 

    加藤結姫 井上夢菜 

  根本柚奈 市原侑紀 

    植木瑠斗 伊藤颯真 

  大久保遥貴 椎名琉晟 

    小宮山心愛 髙𣘺孝介 

  酒巻 翔 島村 遼 

    近澤仁衣菜 大木 翼 

  平井拓翔 髙品玲奈 

    水田二巴 椎名唯美 

  杉﨑 陽 石井清弥 

    土田晴人 髙野嘉人 

  成田みずき 五十川彩 

    水上翔太 和田一希 



  奥山晴翔 菅谷泰斗 

    伊藤詩織 平野 翼 

  平野未依 菅谷四季 

    田村陽斗 加瀬愛佳 

  羽成太陽 鈴木凰大 

    有川友絆 伊藤 一 

  渡辺梨乃 鈴木伊織 

    宮崎真帆 堀江葵友 

  伊東奎祐 髙野真央 

    栗田彩帆 伊藤優花 

  馬戸和哉 伊藤梨花 

    永長雅都 林 玲音 

  栁瀬菜月 木川閃汰 

    石川麻衣 木内 空 

  早川佳吾 林  司 

    榎田雅喜 林 香澄 

  舟橋輝祥 阿部 奏 

    菊地陸人 今熊星七 

  大曽根蒼平 山﨑 然 

    児山 桃 阿曽成夢 

  金子瑠奈 林 浩平 

    長井希望 片岡陽彩 

  森琉瑠帆 伊藤愛美 

    小原唯斗 三上斗羽 

  宮川遼太 林 直哉 

    鈴木敬一郎 平野美帆 

  村越 蓮 佐藤生吹 

    石井春菜 林 朋哉 

  敦賀奈緒 平野帆ノ佳 

    内田ひかり 新舘夏花 

  小笠原智大 冨山美奈帆 

    石黒 愛 遠藤陸翔 

  嶋田壮真 林 凌矢 

    藤原優希 會津二千翔 

  末武 悠 林 希優 

    西村七海 星 亮斗 

  落合美月 林 陽誠 



    向井紳一郎 

(団体) 市原市立京葉小学校 六年生 市原市立三和中学校 よさこいボランティア 

    市原市立辰巳台東小学校 六年生 少年野球 有秋ドラゴンズ 

  市原市立有秋西小学校 児童会 御宿台歩こう会 

岐阜県 (個人) 石垣恵美 田口 勲 

(団体) 下呂市立竹原中学校生徒会 下呂シニアクラブ大渕三原竜心会 

    飛騨市立古川中学校 Goo 連帯 

  高山少年少女合唱団 高山電機商業組合 

    竹原ふれあいサロン 高山麺類業組合 

  岐阜県立飛騨高山高等学校 太鼓部 下原古郷の会 

    岐阜県立益田清風高等学校総合学科 ハーモニー＆ハーモニー 

  女声合唱団 ALITO エーデルワイス 

    下呂管設備工業協同組合 絵本ばたけ 

  株式会社鉞組 

静岡県 (個人) 福井光雄 福井道子 

(団体) 株式会社山田組 

福井県 (個人) 角鹿和美 奥野信太郎 

  広田節子 皆川清広 

島根県 (個人) 上代康之 佐藤允子 

岡山県 (個人) 岸本寛道 

広島県 (個人) 岡原未来 石川寛大 

  濱咲美佐 飯野敦仁 

    伊藤陽康 松本雪奈 

  森田みちる 道佛心咲 

    川上麻未 城 希美 

  川﨑心菜 渡部 晴 

    脇本真萌 扇谷夏帆 

  大下侑土 藤田清花 

    道佛陸玖 稲田みゆき 

香川県 (個人) 白川サヨ子 有信博生 

    宮本節子 小松奏成 

  伊丹隆斗 寺嶋利希 

  (団体) まんのう町立高篠小学校 五年生 「燕石会」 

徳島県 (個人) 中田美咲 杉友清子 

    近藤媛袈 牧野彌生 

  西川正直 森本好一 

    石井勝次 村上 武 



  大谷八重子 大塚 仁 

    高橋政子 篠原フサ子 

  前田 渉 須藤アヤ子 

    前田トミ子 滝本増美 

(団体) 社会福祉法人健祥会 特別養護老人ホーム健祥会家康 

    社会福祉法人健祥会 ケアハウス健祥会うだつ 

  きゃろっと 

愛媛県 (個人) 鴻農良恵 佐伯幸男 

(団体) えひめジュニアチアリーディングチーム オッターズ 

福岡県 (個人) 中井和雄 篠原千乃 

  小寺礼悦 牛島颯太 

    角 優太 平川いつき 

  吉岡孝紘 

佐賀県 (個人) 副島由紀子 徳島静子 

  坂井ハツコ 中村秀芳 

    坂本容子 武藤文子 

  武田はる代 吉村 淳 

長崎県 (個人) 野田悦子 田中一夫 

  松本聡子 平山正勝 

    竹内義輝 髙橋博康 

  原口 望 中村 昇 

    鰐口征士 橋本サイ子 

  多良勝敏 森田邦子 

    秋山由紀江 﨑村 峻 

  山下良一 野島 支 

    時田正俊 北野巳代子 

  辻川正治 中島照幸 

    水野年子 山内康正 

  坂口ソメ子 小林洋巳 

    井川友子 田島繁昭 

  宮地千代子 峰  徹 

    江濵 勝 中村愛音 

  柴原 功 中村楽久 

    吉岡真優   

(団体) 戸町中学校男子バレーボール部 宮の下公園ラジオ体操同好会 

    きずなの会 三原小学校 おやじの会 

  茂木愛創会 松原町自治会環境保全部 



    三原町登立自治会リサイクル推進員 松原町上床実行組合 

  城山小学校被爆校舎平和発信協議会 長崎自動車株式会社モーターサービス部 

熊本県 (個人) 寺岡朋香 

(団体) 有限会社クリーンオオタ 千代の園酒造株式会社 

大分県 (個人) 赤星信子 高橋一幸 

  甲斐照子 山月テル子 

    幸 睦子 

(団体) 大分市立野津原中学校生徒会 

外国 (個人) 許 朗赫 楊 東彧 

  谷 芊芊 

 
＊順不同、敬称略、一部表示ができない漢字表記は標準漢字又はひらがな表記してあります 

 


