
第 639 回実行章受章者発表！ 

 
第 639 回実行章（平成 28 年 12 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 3,170 名です。 
 
都道府県 実行者名／団体名 

岩手県 (個人） 大澤夏唯 西野竜太 

    寺下 駿   

  (団体) 岩手県立沼宮内高等学校 葛巻町立葛巻中学校 

    岩泉町立門小学校 岩手大学教育学部附属中学校 

    盛岡市立下小路中学校   

秋田県 (個人) 舘洞理津子 小笠原 恵 

山形県 (個人) 山下詩乃 髙橋美桜 

  菊池健吾 後藤大夢 

    今田 快 佐藤姫里 

  南波穂子 土屋七菜 

    折笠 颯 寒河江恋翔 

  菅野來架 長島桔平 

    秋葉大輝 森下 翼 

  関原大斗 設樂芽衣里 

    星野莉々 佐藤 琉 

  横山彩夏 野川裕太 

    金子虎河 古川行雲 

  早坂颯輝 會田菜々子 

    沖田葉音 青山璃音 

  沼尾優輝 長谷部優奈 

    石田愛梨 齋藤 満 

  渡邉梨音 水尾政昭 

    後藤輝真 小林莉奈 

  渡邊綺來音 

栃木県 (個人) 安藤 翼 小堀心結 

    飯塚真咲 武馬 聡 

    野部海音 渡邉宗純 

    瀬尾奏多 小玉涼々 

    川俣 司 髙瀬日菜乃 

    川上大翔 関根悠月 



    飯塚駿斗 廣瀨斗聖 

    大橋直斗 吉村百花 

    小平心音 松崎 聖 

  黒田美空 飯塚佳槻 

    矢澤瑞咲 須藤陽人 

  廣瀬空楽 瀬尾ひより 

    渡邊滉太 武馬 健 

  松崎 快 矢島芽樹 

    掛川大地 小林煌凜 

  吉田怜生 萩野唯那 

    蓮子英利 石川 蓮 

  天下谷春佳 岡部綾乃 

    安藤未都 恩田和馬 

  飯塚侑希 上原早耶 

東京都 (個人) 三宅光良 鹿山真人 

    細川 裕 髙橋昌彦 

    桜井政男 富永宜夫 

  新谷英行 直井聖治 

    桑原栄紀 藤野洋一 

  大津敏明 松本寛康 

    遠藤哲郎   

千葉県 (個人) 佐藤雄治 佐藤悠真 

    島村佳芳 染谷和沙 

  松本翔夢 堀内真歩 

    久保田悠斗 丹羽健仁 

  小室翔矢 岡部茉子 

    堀内敦稀 小関萌果 

  大竹里佳 菊池相良 

    髙梨優吾 五木田大翔 

  中村世成 島田響生 

    湯川登夢 中川穂乃香 

  山崎英寿 小沼千真 

    篠塚寛大 鈴木 蝶 

  石井秀宗 加瀬琴音 

    大森海斗 林 大翔 

  藤高滉大 小林紗奈 

    小松莉奈 坂井悠真 



  長友幸泰 實川晴喜 

    松村 優 平野咲羽 

  赤羽直人 山田明日望 

    小椋菜々絵 石毛一葉 

  深澤 颯 小沼結香 

    磯村美沙希 石橋来真希 

  黒岩樹希 根藤心結 

    市川翔大 鈴木美智留 

  田湖裕己 常世田海咲 

    大𣘺洸太 加瀬千波 

  菅谷日和 越川夢大 

    柴田彩世 髙林麻妃 

  矢ノ浦竣也 浪川裕生 

    小林みのり 加瀨 楓 

    林 洸太 石野田康汰 

    山田優翔 平野 司 

    平野虎太郎 川名誠弥 

    土屋瑠士 石毛 夢 

    芳野裕也 青栁晴香 

    平野恒太 石井理恵 

    早川ひなた 正木楓佳 

    増田綺星 飯田翔太 

    石毛風花 加藤澄海 

    髙𣘺なゆた 渡邉さくら 

    塚本好香 石見多花彩 

    西廣梨央奈 正木紗奈 

    島田心羽 石毛佑典 

    土屋優飛 石毛春毅 

    滑川里乃 高戸舞衣 

    河野楓花 平野幸聖 

    鵜之澤詩月 岩瀬大輝 

    青栁沙弥花 勝部胡桃 

    髙橋恵太 島田秀斗 

    吉田心優 髙橋真実 

    遠藤愛穂 伊藤夢梨 

    塙  庵 篠宮 誠 

(団体) 鎌ケ谷市立南部小学校児童会 鎌ケ谷市立第五中学校ギター部 



    鎌ケ谷市立南部小学校 JRC 委員会   

静岡県 (個人) 佐藤 五 岡田朝日児 

    廣野信義   

  (団体) 浜松市立芳川北小学校 三井チンドンドリームクラブ 

    学校法人浜松海の星女学院 浜松海の星高等学校 

福井県 (個人) 神門生匡 

広島県 (個人) 小川姫楽 二神佳澄 

    延元隼輝 柏原実夢 

    大西迪志 宇根大翔 

    三井蒼栄 角西三志郎 

    石原 凜 鎌田花音 

    松下隼輔 だい 歩乃果 

    梅田 彩 川西哲生 

山口県 (個人) 岩﨑繁美 土井利夫 

    多中陽香里 松中 悟 

    胡本 蘭 中嶋徳雄 

    髙木哲慧 福増 満 

    枡中直輔 古屋 勲 

    河野栄子   

  (団体) 山口市立上郷小学校運営委員会 有家学童見守り隊 

香川県 (個人) 藪田真大 松浦玄季 

    新里綜悟   

愛媛県 (団体) 森林ボランティア団体「やろーぜ」 今治市立菊間中学校 

  「星ぐるま」食事サービス 

福岡県 (個人) 川崎 洋 渡邊 光 

熊本県 (団体) 公益社団法人熊本県トラック協会 旭志伊坂地区老人会 

大分県 (個人) 三浦一郎 波多野テル子 

  古庄 宏 斎藤キミエ 

    井上隆喜 加藤賢之輔 

  酒井治郎 波多野みほ 

    後藤政治 太田富雄 

  首藤和美 渡辺則子 

    橋本寛治 安藤栄子 

  雨川元善 都 忠義 

    小野雄司 佐藤美登里 

 
＊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 


