
第 638 回実行章受章者発表！ 

 
第 638 回実行章（平成 28 年 11 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 2,508 名です。 
 
都道府県 実行者名／団体名 

岩手県 (団体) 八幡平市浅沢少年消防クラブ 九戸村立江刺家小学校 

  北上市立飯豊中学校 岩手県立種市高等学校 

秋田県 (個人) 加賀和彦 加賀純子 

  水野徳子 刈谷陽希 

    成田直哉 柴田瑠威 

(団体) 豊巻千町田の会 

山形県 (個人) 相良 健 石川鳳椛 

  佐藤舞祐 大滝凛々愛 

    小笠原丈 本間吏乃 

  高橋克成 土屋麗珠 

    稲村 拓 工藤陽翔 

  阿部志帆 髙橋菜月 

    髙橋実乃里 深澤柚香 

  中嶋カンナ 鈴木みどり 

    那須将吾 東海林真央 

  石山柑奈 井上 凛 

    竹川実桜 金田菜々子 

  川﨑愛菜 鈴木侑里奈 

    安部優花 松永乃杏 

  関川結斗 伊藤心優 

    太田恍介 渡部広生 

  佐藤 惺 五十嵐那智 

    塩田龍平 木村ふみ 

  田代礼央 伊藤 希 

    佐藤彩瑚 井上 唯 

  伊藤 優 渋谷一樹 

    船山直輝 遠藤琥太郎 

  松木寧央 今野佳希 

    工藤拓真 伊藤樺音 

  今 遥姫 小関花歩 



    山口祐未 梅津瑞穂 

  五十嵐匠 小笠原優和 

    那須景斗 嶋貫晴紀 

(団体) 長井市立伊佐沢小学校第三、四、五、六学年 

    山形県立長井工業高等学校機械システム科工作部 

  寒河江市倫理法人会 寒河江川の清流を守る会 

群馬県 (個人) 金田まひろ 鈴木富三 

栃木県 (個人) 桑子千鶴 小笠原凛 

    菅谷 空 北川真緒 

  野原菜々美 須藤瑠麗 

    福村丈留 矢嶋夕彩 

  山口 樹 津保久翔 

    渡部愛美 関塚恵生 

  中村真尋 廣瀬 岬 

    髙橋亜里沙 上田敢太 

  石河夏貴 内田龍煌 

    深町怜聖 成瀬 歩 

  石井柚希 

東京都 (個人) 三宅光良 島本省三 

  栗山 勇 菅原 玲 

    露木二三夫 髙畑裕次 

  今浪政則 三浦生記 

    三瓶好久   

千葉県 (個人) 佐藤  蓮 伊藤好花 

    淺井菜々子 赤坂  聖 

  藤井寿々果 粟屋  剛 

    蒲田彩乃 潮田奏名 

  福園和陽 秋谷達樹 

    奥村大亮 小関萌果 

  杉本歩優 小泉遥奈 

    並木康輔 簀戸珠季 

  西廣  快 相庭佳菜 

    渡邉瑠夏音 田村文菜 

  曽宮舜斗 木村直道 

    山崎凜人 鄭  美星 

  阿部光莉 山田遥大 

    名越瑞栄 高井結菜 



  安蔵悠真 西村七海 

    河野結衣 一戸麻由 

  福島香月 落合美月 

    水野祐希 小野隼翼 

  川上怜士 早川龍弥 

    大野敦貴 今 雅徳 

  小川 凌 伊藤 華 

    平野ひまり 小林英士 

  伊藤正貴 石塚温人 

    稲村優希 高崎太一 

  林 百々花 前田 陸 

    加瀬大和 飯田莉奈 

  加瀬瑠之介 林 拓海 

    三上真那 庄村汐夏 

  関 明日葉 鈴木涼夏 

    渡辺心羽 江﨑莉央 

  林 大地 岩井志帆 

    石毛大翔 髙安美那 

  林 美緒 岩本優斗 

    平塚叶空 加瀬翔馬 

  平塚立空 市川結唯 

    稲村心愛 大久保みい菜 

  林 海翔 大久保結奈 

    佐藤萌衣 伊藤 蓮 

  古家梨華 伊藤聖悠 

    稲垣真依 伊藤佑希 

  丸山瑠海 伊藤悠稀 

    柴山 捷 竹内里海 

  宮内優吏 成毛あゆな 

    林 真琥 渡辺結士 

  中越彩夏 若松功隆 

    宇井暖人 高橋純平 

  矢澤結衣 善当新之助 

静岡県 (個人) 清水範久   

福井県 (個人) 棚田 武 

島根県 (個人) 郷原 勇 遠藤 誠 

(団体) 雲南市立大東小学校 



広島県 (個人) 北谷心優 清水礼子 

  大谷莉子 中門出幸雄 

    木ノ原昌彦 骨田幾郎 

  石井艶子 

山口県 (個人) 末兼正己 多治比輝明 

  藤本 清 小田芳枝 

  (団体) 伊保庄婦人会 独立市民活動 人の心を大切にする会 

香川県 (個人) 黒木隆埜将 和田佳歩 

    萱原優樹 岡田龍佳 

  中西裕子 藤沢莉名 

    寺嶋康生 佐古 瞳 

  高木俊輔 篠原眞子 

    大谷玲加 杉本七海 

(団体) 高松たばこ販売協同組合女性部 

愛媛県 (団体) 砥部町立高市小学校 砥部町立玉谷小学校 

  えひめ森の案内人会 

福岡県 (個人) 川瀬 桜 渡邉三喜雄 

  須田早織 力丸義信 

    林 涼伽 広瀬公典 

  吉良山勇 広瀬ゆみ 

  (団体) 学校法人有明学園 有明高等学校 公益社団法人熊本法人会青年部会 

  熊本学園大学商学部 堤教授ゼミ生 

宮崎県 (個人) 岩切 博 西中須ツギヨ 

  井上雅晴 藤本幸治 

    原田和武 川﨑 誠 

(団体) 内海小学校ボランティア少年団 旭マルヰガス株式会社 

    宮崎県理容生活衛生同業組合宮崎支部 

  宮崎県社交飲食業生活衛生同業組合宮崎支部 

    新富町経済同友会 新富町新町地区若者会 

  国富町立森永小学校 昭和 63 年度男子卒業生「有志」 

    西都地区建築業協会 ＪＡ都城青年部庄内支部 

鹿児島県 (個人) 向原伸之介 衛 麻利奈 

    森下 遙 峯苫瑠奈 

  鮫島雅幸 宮﨑智咲 

    竹迫瑠衣 山中健汰 

  田島ミリヤ 米田智紀 

    玉利優名 石田悠萌 



  中園和孝 樺山琉温 

    永谷 駿 㞍無濱かな 

  福 陽翔 牧 梨々香 

    松崎莉久 室屋琴羽 

  山下秀斗 森 毅琉 

    石下谷絵玲奈 山下毅泰 

  川畑ルナ 萩原尚希 

    白石陽花 樋口陽土 

  竹原 香 保坂優太 

    辻 興成 堀添隆真 

  中尾遙希 村吉夏歩 

    林 涼平 井料由結 

  平田花梨 上山櫻華 

    深川紗亜弥 牛垣 麗 

  大窪 拓 永吉康誠 

    角野桃加 西原 華 

  加治屋和夏 花園昇也 

    上久保拓実 濱邊 陸 

  川上蓮央 林川結大 

    木原汰基 正岡れえか 

  下野愛夏 森 星空 

    新德恵美 森下さくら 

  外島かのん 矢野帆夏 

    中村龍輝 井手花音 

  井龍海斗 上福元光汰 

    宇土大智 川原愛子 

  駒走温香 村方 仁 

    高橋叶和 山口瑛聖 

  田代理莉 吉海江璃乃 

    谷口優登 池田菜々子 

  江嶋優和 岩﨑孝太朗 

    尾﨑珀仁 遠藤 雅 

  小野朔汰 大倉凛乃 

    上久保陽花 坂口豪竜 

  竹原香里奈 小吉麗々音 

    辻 優樹菜 林 昇平 

  手塚清晴 藤﨑萌香 



    道地咲寿 古別府 萊 

  町田稀美 前出捷喜 

    松岡侑那 向原紗瑛 

  美村虎太郎 森 愛優華 

    村田怜音 森 義翔 

  岩元希夏 吉岡 凜 

    川原璃衣紗 浦口翔琉 

    大倉一真 福島美優 

    末満蒼生 藤田琉生 

    泰島李稀也 前田倫佳 

    田中佑奈 前田怜翼 

    田淵留伊 松ヶ野泰史 

    中村海咲 松原枇侶斗 

  樋口夢乃 南 詠麗奈 

外国 (個人) 高 瑞陽 楊 棕毓 

 
＊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 

 


