
第 640 回実行章受章者発表！ 

 
第 640 回実行章（平成 29 年 1 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 7,788 名です。 
 
都道府県 実行者名／団体名 

岩手県 (団体) 岩手県立盛岡第三高等学校 北上市立江釣子小学校 

    八幡平市立松野小学校 北上市立黒沢尻西小学校 

    奥州市立人首小学校 金ケ崎町立金ケ崎中学校 

    洋野町立大野中学校   

秋田県 (個人) 宮沢美希 栁沢弥沙 

山形県 (個人) 髙橋 司 佐藤杏菜 

    渋江恵和 平 琉聖 

    小野 護 川井 要 

    大河原京子 和泉龍翔 

    桜井房子 淀野凉翔 

    大浦文子 渡邊紋捺 

    伊藤和彦 鈴木そのか 

    木村梨乃 村上 遥 

    古藤陽菜 鷲尾元也 

    後藤安美 横山虎周 

  (団体) 高畠町立糠野目小学校児童会本部会 

    高畠町立糠野目小学校児童会 JRC 委員会 

    九十九会 

福島県 (個人) 樽川渉子 鴫原日和 

  竹田まれ子 渡辺莉々香 

    青山玲子 小山咲姫 

  丸野里美 郡司実咲 

    松原志津佳 寺島夏希 

  酒井良行 田中 頂 

    菊地米子 藤田拡樹 

    五十嵐慧人 村 夢音 

    成瀬邦夫 佐藤優斗 

    根本修一 大友優奈 

    大高幸二 棚木きずな 

    佐瀬喜子 田中このみ 



    渡部ハルミ 井上海翔 

    笠間藤子 二瓶愛梨 

    秋山時貞 熊田真子 

    遠藤あゆみ 鴫原希和 

    岡﨑蒼太 有松剛志 

    大竹琉雅 大平美久 

    岡田裕斗 鈴木莉音菜 

    尾股心菜 高木沙也 

    齋藤彩春 大槻さくら 

    鈴木輝空 石井蒼唯 

    田中 萌 関根拓海 

    根本快駕 芳賀心晴 

    増尾瑠夏 関根ゆな 

    小原あめり 添田祥平 

    加藤彩葉 八木風樺 

    齋藤愛音 須田将仁 

    鈴木陽仁 佐々木彩羽 

    新國楓華 熊田 好 

    古川 碧 仁井田さつき 

    吉村叶翔 芳賀柚香 

    齋藤澄怜 武 瑠音 

    植村心音 高橋柚羽 

    佐藤夕陽 横澤璃衣菜 

    鈴木ひかり 井口 楓 

    古川琴葉 青柳来夏 

    渡部桃樺 白井陽菜 

    金田如哲 花見乃愛 

    伊藤光輝 佐久間はるか 

    大竹悠斗 上野優衣 

    鈴木朝喜 橋本力輝 

    ヒルチー穂花 迎 柚妃 

    吉田望愛 岡村悠央 

    加藤輝浩 水野瑛秦 

    伊藤泰誠 関根日菜 

    大竹絢斗 三浦博翔 

    岡田晴貴 桑沢 颯 

    笠間睦葵 川越奏祐 



    長 謙吾 遠野愛来 

    神津 歩 泉 佳希 

    齋藤莉乙奈 小松大二郎 

    島田 絆 渡辺翔吾 

    関本凌久 豊田涼介 

    古川翔大 三森歩夢 

    武藤元輝 大河原優衣 

    安部叶望 大串杏奈 

    小林大樹 添田幸福 

    佐藤怜奈 溝井千葡 

    須藤美来 西牧奎登 

    高橋大樹 薄葉翔太郎 

    丸山夢遥 太楽愛幸 

    渡部陽葵 込山真聖 

    遠藤有紗 大竹爽央 

    大竹琉偉 溝井陸斗 

    金田花音 加藤佑絃 

    大竹柊羽 三森莉緒 

    大友菜々実 角田 絆 

    金田悠花 三森拓也 

    佐藤 愛 太楽誠幸 

    鈴木愛奈 橋本一輝 

    手代木良介 遠藤 聖 

    長谷川杏那 行方さくら 

    松川瑞希 太楽楓也 

    金田我善 矢内結菜 

    志賀祥之 田子明花莉 

    鈴木康太 遠藤 浬 

    中島愛理 近藤奈緒 

    本多 陸 生田目葉 

    山口容央 斎藤陽南子 

    吉田真望 吉田仁輝 

    秋山勇樹 鈴木優花 

    伊藤翔空 渡邉久瑠実 

    山田幸菜 野本寧園 

    渡部礼貴 田子明日望 

    五十嵐紗也加 木戸黄美花 



    伊藤はな 高橋優眞華 

    長 駿吾 山田心春 

    鈴木暉也 松本心優 

    鈴木重孝 桝川泰誠 

    鈴木萌々日 佐瀬 梓 

    髙畑ひかり 遠藤友香 

    伊藤柚葉 髙橋唯楠 

    栗城 豊 田崎愛夢 

    鈴木健太 生方直輝 

    鈴木柊哉 吉田拓翔 

    須藤染良 関本光希 

    中島拓哉 佐藤蒼真 

    丸山愛凛 室井彩良 

    渡部桃香 髙畑心温 

    古川賢進 阿久津悠 

    横山 陸 藤田翔太郎 

    足利陽翠 上野榛香 

    大竹 碧 甲高恵美 

    金田莉子 藤田未来 

    川井彩永 石田聖虎 

    島田 紡 渡邊優雅 

    田中楓夏 根本陽向 

    長谷川佳威斗 藤田楓莉 

  石部 統 辺見ひなた 

    大竹夏穂 鹿住愛来 

  神津なつめ 石田聖奈 

    佐瀬 和 穂積直歩 

  鈴木咲空 國井玲奈 

    蜷川飛翔 増子愛瑠 

  古川紅葉 鈴木伊莉 

    関根竜希 齋藤彩華 

  元橋恵春 三浦凛花 

    関根淳成 石川紘樹 

  須釜一葉 山川心來 

    関根結彩 霜山煌晟 

  安藤心菜 佐藤琉花 

    関根泉暉 霜山和花 



  須田 蓮 佐藤羽琉 

    榊枝妃奈 霜山花穂 

  井上舞子 横山侑征 

    関根寿明 三浦未紗 

  若松真央 酒井 郁 

    関根恭平 齋藤桃華 

  荻野結加 山川七海 

    石井心菜 鹿住柚由 

  石井水月 星 真紘 

    関根将生 三浦千潤 

  大槻 岬 佐藤叶美 

    矢吹奈々 三浦翔太 

  押山菜々美 星あかり 

    一ノ瀬優花 三澤伴哩 

  山田 聖 丸山銀次 

    押山春菜 五十嵐駿 

  安齋義智 鈴木麻生 

    藤巻海星 安藤 翔 

  横山大樹 相原 凛 

    鈴木天心 福地 剛 

  関根有希 星 香音 

    小平育恵 加藤楓斗 

  佐藤遥輝 松本歩大 

    伊藤成咲 豊川瑞穂 

  渡邉希来々 大和田晟史 

    渡辺康介 吉田佳永 

  高橋 優 相楽隼人 

    荒 悠斗 伊東 波 

  渡部瑞希 長谷川かりん 

    小山竜輝 小椋怜楠 

  酒井芽輝 鈴木莉璃 

    石田 強 渡部泉美 

  今井百福 吉津健成 

    斎藤里咲 高橋由華里 

  樽川あき 佐藤真南美 

    奥村陽生 安田未紗 

  鈴木 汎 大野愛佳 



    日下悠星 橋本沙彩 

  樽川礼智 籾山愛夢実 

    大竹咲羽 佐藤廉二 

  鈴木あゆ 加藤悠麻 

    市村信悟 渡部愛梨 

  斧田明花音 五十嵐大空 

    瀬谷優里 阿部愛也葉 

  山中謙吾 小原彩里 

    北山 遥 鈴木祥大 

  内藤 桜 菊地柚樹 

    関根日菜 嘉藤勇翔 

  小林 菫 今村瑠那 

    古寺匠生 鈴木菜々美 

  鴫原侑士 成田大翔 

    石川明日夢 坂井雅人 

  小林拓斗 竹田敬汰 

    石川瑠音 菅井巧湖 

  柴田 瞳 長谷川心音 

    市村信悟 鈴木幹也 

  根本拓弥 猪又暁志 

    佐藤煌季 渡邊悠月 

  渡部心結 色摩結受 

    伊藤結衣 大竹眞叶 

    渡部心結 酒井那愛 

    熊田愛莉 加藤遼也 

    関根美咲 古川惣貴 

    成田朱里 昆野綾花 

    神尾妃佳梨 渡部 陸 

    志村麻菜 佐々木倖汰 

    有賀咲穂 武田 梓 

    矢部伽織 木幡さとわ 

    柳沼 遼 小林心羽 

    佐藤優成 河西聖人 

    和田秀太 金子悠翔 

    菅原海音 五十嵐健介 

    三浦博翔 鈴木康太 

    鈴木乃愛 武内来夢 



    清野翔太 小松千風 

    太田 凛 我妻遼昊 

    村上陽南 村松心華 

    八木陸斗 山口美代子 

  (団体) 大玉村立大玉中学校 生徒会 石川義塾中学校 第七期生 

    大玉村立玉井小学校 六学年 郡山市立行健中学校 吹奏楽部 

    塙町立常豊小学校 郡山市立行健中学校 合唱部 

栃木県 (個人) 恩田ななみ 飯塚梨衣奈 

    鈴木里菜 黒澤真夕 

    森田悠禾 會田多瑛 

    戸坂梨花 大谷 涼 

    藤原珀翔 反町美月 

    石川聖梛 三川 音 

    齊藤美心 笠原 心 

    森田風香 生澤優心 

    石川萌那 相田玲音 

    松島リザ 平出凱登 

    寺内滉星 別府さくら 

    熊耳寧々 茂木日菜 

    加藤奈音 野沢良吹輝 

    加藤龍空 岡 南帆 

    吉田瀧輝也 塩田奨真 

    阿部里桜菜 吉田真莉奈 

    河内 栞 山下 紘 

    高橋美陽琉 宮沢瑠夏 

    石川明里 桒原蒼空 

    須藤侑香 大澤悠冴 

    奥村小桃 川岸祈優 

    國友琉汰 吉田知代 

    日野潤人 大小原直哉 

    大西恵隆 奥村小春 

    土肥心音 清水結心 

  中里彩來早 木村行志 

    栢島蒼史 栁田 翠 

  岡村優奈 松本鈴生 

    栗原 楓 小松藍貴 

  山田琉宇哉 堀越圭翔 



    堀江愛月 山田三乃理 

  若林伶旺 安田斗真 

    岩岳咲良 金子心琉 

  高橋統也 岡 直杜 

    吉川実里 石井絢菜 

  小倉龍晴 大出陽太 

    浅田颯獅 清水柚希 

  山下 葵 中里梨吏香 

    石原 碧 塩田百愛奈 

  沖山創太 清水利也 

    飯田乃羽 内田美音 

  亀山颯太 岩上陽菜 

    塩田美月 伊藤 光 

埼玉県 (個人) 大熊和江   

  (団体) 与野下落合サッカースポーツ少年団 さいたま市立与野八幡小学校 

東京都 (個人) 鈴木純一 下田鉄美 

    矢野昭比古 宮本孝二 

    阿由葉繁太郎 鳥井正満 

    髙橋修二 新倉新一 

    松山義雅 小佐々良二 

千葉県 (個人) 松本 正 古山勇希 

  斉藤遼大朗 一戸麻由 

    滝澤一路 鷺山 宙 

  崎山隼士 内匠勇仁 

    小倉由依 池田獅王 

  佐藤桜花 齊藤大晃 

    鈴木大翔 小林琢磨 

  山﨑彩加 磯部 隼 

    大根一翔 荒木順平 

  﨑山美咲 髙野杏司 

    佐藤優輝 阿部颯音 

  手島里緒 神成田将弥 

    渡邊日和 湯浅彩香 

  﨑山友翔 飯田陽翔 

    長谷川侑希 菅澤郁太 

  川名志瞳 伊藤登喜男 

    内田優一 髙橋侑也 



  仲村太陽 諸持陽風 

    菅谷健仁 吉野友萌 

  鈴木勇志 加瀬佑真 

    飯島大和 江波戸大樹 

  江波戸瑞樹 鵜澤拓郎 

    諸持勇輝 岩田 塁 

  穴澤乃虎 鈴木悠太 

    中西梗輔 永沼琥央 

  細谷海斗 菅谷 脩 

    岡崎莉音 崎山 隆 

  佐藤璃乃 小林花菜 

    髙木苺夢 久保田崇介 

  髙根 駿 君塚楓香 

    江ヶ﨑朋香 高橋克幸 

  高橋宏幸 﨑山遼太郎 

    中山桃華 佐藤鉄之丞 

  印南大地 姉帯泉海 

    﨑山七海 加藤杏亜 

  向後美月 佐藤聖也 

    猿田あや 菅澤 剛 

  﨑山空音 久保 心 

    飯田悠太 阿部友菜 

  伊藤永遠 﨑山実紀 

    石橋将吾 林 琉生 

  冨山花帆浬 大橋琉来 

    伊藤 蓮 林 優人 

  阿部 楓 髙木 茜 

    加瀬晴翔 石井美穂 

  平野 凛 渡邉虎我 

    加瀨夢來 伊藤圭一 

  遠藤夢來 伊藤佑菜 

    林 空輝 吉田琴音 

  石毛佐京 平野絢也 

    二宮奈波 宮下晴貴 

  田村文菜 鈴木秀太 

    柴野文香 黒田葵生 

  關心愛子 坂口暖弥 



    飯塚由希 和佐間芽弥 

  井上紗都莉 足立万里菜 

    千葉大輝 福田遥香 

  佐方泰樹 嶋田壮真 

    砂畑拓実 小笠原智大 

  江本菜那花 藤井星空 

    佐藤世夏 田村優衣 

  中山優香 大塚匠真 

    下村周太朗 初鹿野あみ 

  吉田旭陽 柏倉ひづき 

    安達春風 落合美月 

静岡県 (個人) 益田満智子 鈴木一利 

    根木和美   

  (団体) 静岡県立島田工業高等学校 松崎町立松崎中学校 

    中部電力株式会社島田電力所 軽音楽サークル 

    静岡県立三島南高等学校音楽部   

    静岡県視覚障害者情報支援センター 点訳・音訳ボランティア 

三重県 (個人) 中西万喜夫 田中英子 

    山口時子 中川慶次郎 

    小川菜々美 伊藤 誠 

    粕谷 忠 小牧一三 

    後藤廣美   

  (団体) 桑名市立陵成中学校 自転車通学安全守る会 

    桑名市立大山田南小学校 おやじの会 

    桑名市立大和小学校 教職員 音訳 草笛の会 

    桑名市立大山田東小学校 子どもの安全見守り隊 

    株式会社東洋ハウジング 南立誠地区子供会連合会 

    民謡やよい会 パール ファーム 

    東員町立笹尾西小学校 児童会・PTA 

    ユニバーサルデザイン まちづくりの会 

    株式会社大野工務店 玉城町虹の会 

    サロンボランティア なかま 海山地区交通ママの会 

    津駅前ストリート倶楽部 田尻町 自主防犯 

    竹原ひまわり会   

和歌山県 (個人) 清水禎子   

島根県 (個人) 武田京子 髙橋光恵 

    内田英子 狩野幸徳 



  (団体) 西町寿会花づくりクラブ   

広島県 (個人) 熊谷セツ子 宮崎由梨 

    笠間宗昭   

香川県   高瀬未莉亜 土山愛理 

    横関結叶 逢坂光晴 

    川西亮太郎 大西 創 

    千葉慧真 竹田惺哉 

    小亀 光 鶴岡竜也 

    河田春菜 徳弘維月 

    高木海灯 久元俊弥 

    石堂楓花 大西莉瑚 

    岡原瑠菜 白井 空 

    小國姫佳 造田有依 

    鳥取希保 小林蘭己 

    堀田美誠 尾崎愛実 

    森末結子 黒木遥名 

    山根彩花 野﨑由佳 

    山本菜那 奈尾 歩 

    大森亜咲 近藤有己 

    三宅弘翔 大西倫寧 

    平尾勇真 近藤優衣 

    池田蒼空 須藤りな 

    真鍋 碧 篠原麗奈 

    池田朱里 白川莉子 

    久保まどか 眞鍋大虎 

    増田寧々 眞鍋知華 

    近藤真吹 髙木愛菜 

    藤川紗彩香 宮崎桜花 

    廣濱若葉 則兼美杜 

    森 結芭 山崎倫司 

    西岡蒼志 郷田みつき 

    山路菜々花 増田太志 

    三宅弘晃 則兼大輝 

    岩本姫奈 小野颯斗 

    森帆乃香 小野鈴佳 

    大井柚希 岩本浩希 

    小野暖心 貞広葉月 



    小野太暉 大井雄登 

    真鍋美音 橋本颯太 

    小野心咲 赤松奏来 

    京兼恋衣良 藤林さくら 

    中村あおい 森 獅恩 

    成行風笑 三﨑彩心 

    島田陽菜 二宮妃菜 

    山本希歩 山脇伍翔 

    細川月海 西谷佳那子 

    白川遥琉 森 唯人 

    秋山千恵利 池田光也 

    亀野晃聖 旭 優斗 

    細川真央 松岡竜太 

愛媛県 (個人) 中矢幸男   

  (団体) 川之石地区公民館 読み語り隊 

福岡県 (団体) 民話紙芝居「地童座」   

佐賀県 (個人) 新郷典子 古賀冨美子 

  (団体) 県理容生活衛生同業組合鳥栖・基山支部 

    県建設業協会佐賀 佐賀城本丸歴史館ボランティアの会 

    杵島建設業協会 佐賀星生学園 

    白石町老人クラブ連合会福富支部 佐賀市立春日小学校 

    大町ひじり学園 上峰町立上峰中学校 

熊本県 (個人) 川添久美   

  (団体) 熊本県立小川工業高等学校 菊池市立菊池北小学校 

大分県 (個人) 笹尾フミ子 大杉 直 

    宗 豊彦 田城スワ子 

    上野弘子   

  (団体) 大分市立野津原東部小学校 大分市立野津原幼稚園 

宮崎県 (個人) 岩崎浩一郎 加藤代々子 

    横山睦子 井之上恭子 

鹿児島県 (個人) 小牧錬矢 坂野 菫 

    増田愛菜 紀野拳伸 

    川添誠矢 竹下魁星 

    藤田妃葵 前田結仁 

    池田正也 上村紗羽 

    坂ノ上琴巴 長倉愛梨 

    川添蒼月 坂元未來 



    藏元隼斗 西倉健真 

    川元悠陽 吉留昴琉 

    牧内彩香 有留萌奈 

    朝野あやか 前田稟暖 

    前田駿斗 池田未羽 

    山下天汰 瀬戸口ひなせ 

    久保結南 立石真子 

    駒走優衣 下柿元瑛斗 

    中村双葉 西原蓮之介 

    上村曖斗 有村健伸 

    鮫島 涼 松永晃太 

    竹下真央 吉井 由 

    福田ゆい 永井優凪 

    東 彩芭 新和佳奈 

    森 良輔 山田 星 

    杉ほのか 吉冨綾乃 

    池田己桐 立石道信 

    幸野照永 假屋園遼 

    坂ノ上健人 上村鈴香 

    辻 奏色 中村莉子 

    衣川つぼみ 山路七愛 

    荻迫理菜乃 川元夢穂 

    池田ひかり 尾立源弥 

    宮園祥伍 宮下詩悠 

    福留宗久 森重伊吹 

    岩元美音 池田優那 

    越智葵生 西村香凜 

    有留結衣 池田愛実 

    有村 優 平田莉々香 

  (団体) 肝付町立高山中学校 垂水市立松ヶ崎小学校 

    薩摩川内市立水引中学校   

 
＊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 


