
第 641 回実行章受章者発表！ 

 
第 641 回実行章（平成 29 年 2 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 9,913 名です。 
 

都道府県 実行者名／団体名 

北海道 (個人) 千葉誠榮   

  (団体) 札幌市立豊平小学校児童会 札幌市立日章中学校生徒会 

    札幌市立陵陽中学校生徒会 函館市立旭岡中学校 

    札幌市立東月寒中学校生徒会   

青森県 (団体) 十和田ガーデン花街道 十和田セライオ FC 

岩手県 (団体) 奥州市立前沢小学校 岩手町立水堀小学校 

    岩手県立森岡農業高等学校農業クラブ 八幡平市立松尾中学校 

秋田県 (個人) 工藤康晟 

山形県   縄 幸 柴田 一 

    後藤 汰 木村詩音 

    石山悠斗 池野寿優 

    山口真凜 大田純二 

    久松幸吉 高世浩由 

    登坂昭彦 久松吉広 

    鈴木憲二 窪村新吾 

    松田瑞姫 原田華蓮 

    木村陸翔   

  (団体) 鶴岡市立鶴岡第四中学校 小野の湯 やまぼうし 

    高畠町立屋代小学校 ボランティア委員会 

  高畠町立屋代小学校第四学年 高畠町立高畠小学校 第六学年女子 

福島県 (個人) 後藤柚香 川口らら 

  植木忠佑 東條亜希 

    関本悠太郎 椿 樹音 

栃木県 (個人) 小沼佑菜 藤掛陽太 

(個人) 船田李桜 大野実穂 

    大塚 悠 茂木颯翔 

    飯塚彩裡苺 髙橋瑠那 

    上村愛奈 金原沙依 

    小曽戸夢乃 関塚和可菜 

    石川侑介 中川凛香 



    落合登哉 日野結翔 

    土澤悠貴 浅野 烈 

    金原将太 川島功雅 

    小野洸磨 岩﨑恵斗 

    ﾘｵﾊｽ･ｱﾝｼﾞｪﾛ 大島俊輝 

    土田夕真 鈴木秀助 

    川田龍聖 土谷あかり 

東京都   内橋康則 原すみれ 

    中村和秀 米山 栞 

    岩井誠二郎 小林つばさ 

    外舘 茂 佐川善彦 

    渡辺 均 大西絵里子 

    浦山雅年 布川愛実 

東京都   高杉優寿華 小黒まりな 

    梅野 学 水野由起子 

    針木 豊 多田美波 

    鈴木千恵美 竹島孝昭 

    池田圭太 吉澤隆仁 

    塩鶴哲郎 青山博行 

    田代優奈 上道 凌 

    櫻井啓登 椎名俊介 

    松葉大輝 常盤直史 

    押久保晴彦 浅野公介 

    原田 萌 森みさと 

    高山直子 滝川春樹 

    葛西澄美伶 葛西裕翔 

    小島百合穂 丸谷 剛 

    蓋盛亮太 土井陽平 

    田中元基 関日出友 

    渡辺杏里 横田秀明 

    金城拓哉 柳岡 憲 

    倉谷真哉 大類洋子 

    普家美里 川嶋政義 

    木村克己 南部栄明 

    小川恵理香 齋藤孝治 

    新渡美緒 伊藤 康 

    佐藤万有   



千葉県 (個人) 関口弘美 下平心優 

    中野奈々美 濤川あのん 

    荒木桃可 伊藤颯汰 

    田中大翔 髙野充輝 

    飯田琴羽 浪川菜々心 

    大西真生 飯島晃成 

    大端俊輝 伊藤元気 

    嶌田彩葉 永井彩乃 

    野地歩華 宮崎瑠夏 

    篠原ののか 芳野未咲紀 

    平井汰一 小長谷侑里 

    矢野航希 名内晴人 

    土橋理未 土屋夢叶 

    笠井陽向 鵜澤杏奈 

    林 愛実 伊坂茉奈 

    飯田愛香李 髙橋結愛 

    金杉ひかり 鈴木那菜 

    平野綾菜 飯田夏月 

    平野 陸 木内美翔 

    井手本菜央 石毛彩織 

    加瀬 愛 小澤由依 

    石田歩夢 伊藤優衣 

    竹内心海 石井結茉 

    瀨畑 凛 山本結愛 

    浅野心優華 石田椛恋 

    佐藤碧依 小林莉子 

    石毛風輝 平良龍二 

    山﨑花音 中島堅守 

    冨沢步未 家鍋輝瑠 

    市原裕翔 高橋理緒 

    平野幸貴 山本瑛太 

    髙野道開 越川菜優 

    伊藤美夢 多田ゆま 

    大谷藍惟 椎名雅斗 

    嶋田紗衣 本間蒼空 

    滑川晏梨 髙橋萌愛 

    小林奈央 染谷莉杏 



    山口羚央 山田大真 

    安藤仁美 新藤秀美 

    飯島あすか 米村こもも 

    長嶋笑瑚 望月音色 

    肥沼絢心 森  菊乃 

    鎌田大和 吉田 愛 

    越川澪央 永野 聡 

    加瀬虹空 荒木こころ 

    加瀬美憂 三橋礼奈 

    高木優弥 神山雅樹 

    関口 杏 宮内葉捺 

    伊藤大輝 久下春風 

    才賀 優 髙橋健人 

    鈴木芽依 鈴木結菜 

    大髙 楓 川野彩姫 

    栗田陽輝 山本陸斗 

    飯島聖貴 鷹松紀莉亜 

    服部友哉 鈴木杏実 

    酒井晶雅 保坂桜花 

    小嶋 凜 安藤大和 

    酒井結希 裏山奈都葉 

    細萱直志 中園 勝 

    古宮菜々美 山田大生 

  大野巧海 福島怜 

    岩佐勇輝 田中倫太朗 

  山崎珠璃 関本 樹 

    會田なつみ 小早川マリア 

  瀬下功佳 吉田莉麻 

    香川華奈 川畑陽平 

  岩屋ヶ野夏梨 石田響生 

    八武崎日菜 黒澤俊夢 

  金富翔真 北 歩佳 

    齋藤奈々歩 後藤沙綾 

  根岸笑花 荻島朋弥 

    南澤颯太 長田清陽 

  渡辺光世 髙橋侑充 

    岡田小春 山田夏帆 



  越賀汐音 田代 華 

    福田藍菜 安齋心美 

  久津見夢 木下海吏 

    髙瀬大輝 表 莉子 

  徳永紗季 松谷 穂 

    橋本梨美 中塩屋瑠衣 

  粟生匠海 村上 遼 

    保科早希 落合 優 

  小野翔大 渡邉百花 

    髙﨑彩海 尼形和也 

  都田凪人 小野桧都 

    道場崇広 関本 惺 

  伊藤梨乃 津高杏太 

    清水翔太 森脇大馳 

  大山 結 新井詩乃 

    鈴木 凜 上村善行 

  永田玲奈 久野大空 

    久代雅子 山﨑日菜美 

  奈田拓己 工藤麗子 

    関口萌重子 秋葉勇人 

  菅野心瀬 辻 琴音 

    髙橋胡桃 田中翠子 

  永田 舞 京久保羽蘭 

    石田雄大 戸次結香 

  山ノ井陸 竹内美姫 

    中川心晴 海老原和奏 

  吉田柚希 西田  陽 

    根本海友 上野 潤 

  中野由奈 丸山実希也 

    片山春佳 田村明日実 

  遠井宏士朗 畠山彩貴 

    比企風日 髙杉修平 

  比田井香月 西野 遙 

    竹林千珠 小内結生 

  成田都亜 内山瑠菜 

    関根璃桜 髙須美玖 

  樋之口さくら 河野翔大 



    大野茉子 大部海陽 

  石井琉陽 宮﨑結夏 

    竹森美織 武藤光汰 

  能 海飛 橋本明香里 

    二戸大輝 村尾海音 

  伊藤理帆 浅見陽羽 

    末原唯友 若松雲夏 

  根岸 舞 椎名 脩 

    小川あゆみ 古舘竣斗 

  川端紗菜 松島きりり 

    竹石羽那 山本稀壱 

  柴木彩花 嶌根恵衣 

    荻原灯己 一戸麻由 

  渡邉桃子 片岡蒼空 

    横山 輝 小倉惟緒 

  平野あかね 河原大貴 

    松田紗英 村山葵音 

  奥平晃聖 丹羽健仁 

    滝沢光佑 西谷 快 

  坪井寿樹 西廣 快 

    堀江智貴 山田遥大 

  古市丈尋 森本大生 

    山本和希 林 旭 

    大森伊都 赤坂 悠 

    飯田凌久 八木下友菜 

    堀内真歩 嶋田花音 

    松川力也 杉浦奈津子 

    矢田遥久 千葉海翔 

    鈴木颯人 浪川禮桜 

    皆田詩織 齋藤菜々佳 

    宮城琴羽 﨑山 翼 

    伊藤美咲 渡辺祐紀 

    青谷綾花 伊藤柚菜 

    庄司琉太 石見  翼 

    西廣陸斗 渡邉雪音 

    能瀨龍斗 伊藤菜々子 

    石橋叶翔 高木寧音 



    滑川叶衣 廣田優月 

    宮内倖哉 嶋田真帆 

    高木詩音 能瀨七海 

    渡邉優羽奈 田邉璃音 

    渡邉唯花 小泉 杏 

    嶋田蒼大 金島祐樹 

    鈴森可奈 笹浪碧泉 

    石毛 輝 向後美結 

    大橋叶芽 長谷川未来 

    難波美乃里 掛巣杏実 

    嶋田蓮士 鵜澤ハル 

    鈴木恕稀 宇井杏紫 

    小田原瑠伊 小田原あまね 

    田沼瑠花 渡辺奈美 

    髙𣘺銀河 伊東乃愛 

    金谷好志 貝田康介 

    信太結奈 中川洸太郎 

    原田悠汰 島川歓太 

    齊藤聖奈 中村 紬 

    角田悠雅 荒井孝斗 

    加瀬拓麻 久保美結 

    伊藤悠月 倉前康生 

  髙橋莉衣奈 加藤 周 

    島野くるみ 渡辺海斗 

  小室理沙 小田凌誠 

    鴫原敦紀 野田絃太 

  高橋 夏 大高甲義 

    飛知和 李 岩下将之 

  千葉帆夏 蓮沼英悟 

    東野莉音 髙橋稜己 

  竹渕 藍 藤原香莉奈 

    人見洸樹 飯田優妃 

  鶴岡 猛 江刺菜々子 

    小形健人 城後佑輝 

  髙槗吟至 沼達玲空 

    神戸昂樹 折原遥介 

  細谷勇樹 萬田陽南子 



    難波心花 古川大智 

  新保琉美愛 木原智美 

    塩原萌生 平尾有希 

  髙橋日菜子 髙橋愛里 

    中田こころ 大羽 諒 

  安樂宙斗 多和愛珠 

    村上海翔 米田 光 

  中里幸司 兵藤 眞 

    畠山瑛音 松居凜心 

  桂 昊晟 中田結月 

    千田彩加 杉山 澪 

  三木 隼 大味陽翔 

    中曽根広叶 髙橋祷理 

  今井優太 百足連太郎 

    濱野璃希 米原直輝 

  斎藤音哉 長谷川未紅 

    宮﨑彪我 馬淵璃裕奈 

  中島唯結 安間晴哉 

    矢野暁雅 井上桜羽 

  市原愛夢 山口紗英 

    早川結月 渕上駿太 

  宮本果歩 山﨑哲平 

    寺井日桜里 大野泰嗣 

  桂田煌雅 杉田華花 

    髙橋史龍 服部咲夏 

  柴崎叶翔 平山芽衣 

    八木下想平 森下祐輔 

  宮本清太郎 河野満月 

    日諸侑奈 髙橋 杏 

  佐藤奏海 島田真依 

    片平千尋 龍野 翔 

  北尾大義 佐川滉太 

    市丸未和子 常世田愛 

  北山直樹 松本凌空 

    塹江康正 大和久勇樹 

  内山し乃 葛岡里音 

    鳥居希歩 髙山翔汰 



  佐藤璃穂乃 市原優衣 

    佃 翠都 深山知哉 

  大塚優里奈 小池 航 

    榊 優未 米田琴美 

  柳本湖春 山口真央 

    小髙日花里 南雲海翔 

  片岡大登 兼好和花 

    深山心暖 河村小春 

  掛札舞夏 大植ほの華 

    渡邉そら 西周優乃 

  大塚太朗 野崎豊史 

    露﨑七碧 佐藤駿太 

  秋葉雅音 市東由衣 

    白井向日葵 小谷彩華 

  本城リン 岡 愛結 

    長谷川陽菜 村瀬夏翠 

  唐鎌美沙 天沼朝陽 

    赤松陽色 花﨑 洋 

  室井菜摘 安部清子 

    安田快王 高田啓子 

  椿 夕凪 宮中佳純 

    東條もなか 山田 新 

    田中歩邑 田代紗月 

    目出紀羽 平山茉衣 

    平島一輝 齊藤琉斗 

    市原愛紗美 大塚百葉 

    鈴木啓一郎 堀口慶人 

    吉野天星 中村拓心 

    加藤紗妃 今井愛子 

    松並咲果 勝沼紗苗 

    伊藤壮生 青木海翔 

    好地永奈 飯高桜音 

    吉田莉緒 鈴木七奈帆 

    内山結仁 宮本恭汰 

    鶴岡征忠 品川絢音 

    並木佑磨 吉本涼華 

    鵜澤桃香 畑中梨杏 



    片岡梗希 秀﨑蒼介 

    石井愛花 小川翔也 

    鵜澤美桜 八木澤樹日 

    髙梨航弥 大久保大輝 

    林 優真 湯田成葉 

    上塚優弥 今井優花 

    石川達也 渡邉千尋 

    大和久絋樹 白井奨真 

    三上和希 篠田嵩人 

    石井昴流 保川ひなた 

    山仲萌々香 佐藤瑞希 

    椎野詩紅 中野弘大 

    武田麻亜紗 長谷川晟 

    棚木芙香 ﾄｰﾏｽ真矢ｱﾘｽ 

    浦郷晶登 木下結愛 

    藤乗美衣南 藤城なつみ 

    髙安祐希 田家花怜 

    安藤愛菜 村田恵都 

    内山京香 佐久間美空 

    前田真衣 植杉啓志朗 

    渡辺 凪 瀬川慶悟 

    佐藤妃菜 吉谷 琉 

    黒沼孝暉 長倉優斗 

    野口樹希 小林真也 

    石井 優 三上智也 

矢島 樹 出岡珠俐 

    松戸勝利 栗原那由香 

    平野蓮碧 古川あき 

    鈴木陽菜 鈴木海晟 

    楠田愛々 松本隆汰 

    白鳥千尋 岡田和眞 

    西村埜乃葉 山口栞奈 

    尾上眞生 小田切遥都 

    小山夏歩 三上歩倖 

    鎮目雄大 西山遥斗 

    豊島由蘭 城後宏輝 

    住川瑠勇 木村 輝 



    小室虎斗 奥 瑞稀 

    石川結斗 奥山みこと 

    福井 輝 新井琉士 

    壹反田そら 秋葉彩乃 

    佐藤大晟 和田健吾 

    廣本莉梛 平川颯真 

    内田凪咲 樋口鳳介 

    渡邉清眞 中田美空 

  松本芽依 生駒龍騎 

    野口颯音 嶋田歩夢 

  細谷仁美 川口重斗 

    藤澤皓太 石毛稜大 

  篠原佑希 鈴森康平 

    瀧澤真啓 加瀬茉由 

  古川真帆 加瀬あゆみ 

    石毛悠斗 渡辺康太郎 

  宮内魁斗 執行遥翔 

    浪川瑛介 小島心花 

  石毛日和 村中小雪 

    中村心愛來 田中麻尋 

  秋葉悠人 嶋田萌桃 

    石毛康多 浅野美咲 

  石毛唯翔 林 静佳 

    加瀬武蔵 飯田 翼 

  小林杏梨 濤川そら 

    加瀬徹平 髙野千晶 

  髙木大和 越川智可 

    堀部獅音 石毛日菜 

  石毛大晴 浪川琉生 

    平野絢也 浪川愛望 

  石毛佑京 平良澪士 

    小川 彩 髙野愛子 

  平野奈津 嶋田祥太 

    實川悠希 秋葉遙人 

    宇野澤隼人 檀上世成 

    浪川聡太 石橋小蓮 

    石毛杏弥 伊藤勇翔 



    吉井結衣花 田邉龍星 

    嶋田知恵 宇井莉音 

    林 穂風 松井結愛 

    正木琉夏 加瀬夢菜 

    吉田心美 渡辺未咲 

    滑川和花 石毛晴喜 

    石毛春名 滑川空良 

    伊藤真友子 渡邉大夢 

    菱木聖也 嶋田靖明 

    加瀬茉優 渡邉寿々花 

    伊東恵吾 嶋田蒼大 

    山﨑里桜 難波勇気 

    阿部美杜 小島瑠夏 

    浪川侑也 小関ひな 

    伊藤莉菜 加瀬由衣 

    齊藤悠心 嶋田和紗 

    井上夕奈 石橋璃海 

    並木祢乙 秋葉宗太 

    亀田晟昌 平山結晴 

    木内陽菜 長尾優癒羽 

    林 一輝 長谷川真央 

    佐藤槍飛 樋口麻衣子 

    鵜澤龍之介 西山茉優 

  木内和輝 橋本栞那 

    鐘江海星 古川紗來 

  出谷瑠菜 殿元日和 

    谷口あかり 赤畑太志 

  福貝紗良 中西将琉 

    鈴木梨菜 武内朔朗 

  足立凌耶 野澤 暁 

    斉賀遼太朗 ｽｸｽﾘ ｼｮｳﾀ 

  村上陸翔 二瓶太陽 

    笠原桜楽 岡本琢臣 

  小枝綾子 木下瑛翔 

    山下実柚 金子榮里 

  荒川莉奈 平野歩夢 

    安部美月 加納功大 



  三好珂菜 櫻井皓成 

    柏木琉那 西尾昊記 

  村田啓輔 福島主彬 

    花岡航大 伊藤 蓮 

  恩田恭輔 伊藤郁穂美 

    山本拓真 西尾波菜 

  松浦百花 渡辺智花 

    佐藤大輝 山本理紗 

  根本もえ 山田冴珂 

    細井咲来 河野杏咲 

  武田煌太朗 畠山麻耶 

    清水優菜 小林大悟 

  太田柚羽 神藤妃奈 

    宇野 生 斎藤里恵 

  井田晴恵 花野玉枝 

    渡辺みゆ 荻原 凛 

  平 将成 野仲蓮矢 

    川島真咲 秋元あかり 

  荒井心陽 藤田優斗 

    大場心響 西山和奏 

  佐藤萌亜 小川真里奈 

    下村凜月 鈴木 悠 

  加藤 愛 稲毛輝仁 

    市川勇斗 近藤叶都 

  木村真陽 藤間瑛大 

    長島光来 澤邉 舞 

  森 鳳清 武部佑星 

    天知 愛 木村颯真 

  川島千輝 佐々木佑輔 

    山口幸那 中島楓香 

  岩上仁美 佐藤千夏 

    佐藤祐輔 河野瑛嬉 

  金井真優 青木みく 

    三上晴矢 小川夏輝 

  武田陽樹 田中時羽 

    佐野真奈恵 中原ひより 

  加藤ひなた 戸村 陽 



    奥平さな 藤田陸斗 

  新迫恵音 杉澤一樹 

    丸山凛空 関 彩花 

  宮下暦実 酒井拓真 

    齊藤大稀 秋山志歩 

  加藤吾太朗 松本花音子 

    梅原衣緒利 樋口 楓 

  阿武美海 四十物大樹 

    堀川幸暉 小川桃花 

  渡邉悠理 北村芙珂 

    神田真央 五島唯衣 

  寺島未桜 鵜澤孝平 

    齋藤航太朗 青木友利 

  磯飛和花 中村琴乃 

    引間悠士 森 実和 

  内田椛音 遠藤駿太 

    宮本 駿 神林優花 

  露木翔太 松葉 愛 

    佐野奈々恵 飯嶋 花 

  川原 司 武田友良 

    植木美空 大田凱都 

  常世田千花 元木大翔 

    脇本愛梨 吉川花恵 

  前田和香 松本彩那 

    丸山丈瑠 一 芙美加 

  萩島大翔 都倉 亘 

    栗原亜子 増井淳太 

  吉田凪紗 大坂新碧 

    塚本佑花 トラン・ミンツ 

  河内蒼空 鵜飼悠音 

    櫻井妃華 伊野碧那 

  ｱｽｶﾉ ｱｲﾐ 春原恵介 

    森泉爽穂子 山園俊輔 

  中野翔太 川井竜也 

    蓮實莉子 正田彩結 

  田中彪雅 坪田希羅 

    櫻井慈英 金山あんり 



  金田浩樹 川上賢司 

    乾 晴帆 亀谷光雄 

  冨永 蓮 高田隆悦 

    冨岡彩菜 稲子幸吉 

  坂田実優 鎗田 侑 

    榎本琉成 元吉康太 

  土井有莉 渡邊淳文 

    山内亮河 佐久間正太郎 

    石塚康一郎 加藤 蘭 

    益子陽菜乃 加藤雄斗 

    佐藤瑠海   

  (団体) 茂原市立萩原小学校 植草学園大学附属高等学校 

    綱島ふれあい会 わせがく高等学校軽音楽部（多古本校） 

    八千代市立萱田中学校 ガールスカウト千葉市協議会 

    八千代市立勝田台中学校 八街市立八街中学校 

    千葉市少年三団体連絡協議会   

静岡県 (個人) 内山果保 宿島圭人 

    渡辺晴日 漆畑直希 

  宇津木恒太 片岡淳一 

    川島康義 溝口友菜 

  津金敬三   

  (団体) 静岡県立清水特別支援学校高等部三年三組 

  浜松海の星高等学校 末広会 ひまわり会 

    湖南市立新居小学校 葉っぱ隊六年生 たすけあい浜松 

  浜松市立水窪中学校 富士市立吉原小学校六年生 

    静岡県立中央特別支援学校高等部 生活三グループ 

  たすけあい浜松音楽クラブ 湖南市立新居小学校 葉っぱ隊五年生 

    湖南市立新居小学校 児童会   

三重県 (個人) 落合隆一 松岡真里亜 

    寺島真衣 野村昌宏 

  村井 馨 西山元樹 

    正木智之 大倉正光 

  杉本遥香 渡辺武慶 

    堀井 武 小野 俊 

  竹内美仁 寺田勇満 

    村田剛毅   

奈良県 (団体) 北辰青壮年会   



大阪府 (個人) 林部顕悟   

島根県 (個人) 松本 鐘 矢壁重則 

広島県 (個人) 友井咲紀恵 宮本小百合 

  奥 廉人 小林春菜 

    保田剛幸 奥本亜海 

  泉 昌博 平川陽大 

    高上海瑚 渡部愛美 

  馬野優来 永田美来 

    䑓歩乃果 前大道祥子 

  寺口魁星 豊田幸雄 

    源 美咲 光定 悟 

山口県 (個人) 上原憲作 田邊拓海 

    奥田未玲華 田村瑞稀 

  大出瑞葉 清水唯花 

    國長美咲 大庭沙予 

  森田夢加 伊藤彩夏 

    古川優香 河畑虹花 

  津田真凜 中崎みのり 

    山下愛稀歩 水野由愛 

  窪田 憐 髙岸大雅 

    作野 桜 津田琉星 

  上田隼人 吉岡孝一郎 

    岩根陽乃 福田満梨奈 

  鶴崎杏珠 久保歩未 

    長岡奈優 和久智哉 

  池田雪乃 亀石萌加 

    水野萌愛 地家隆裕 

  井澤春奈 坂口 叶 

    岡田美空 渡辺奈月 

  児玉柊人 瀬頭健人 

    西田百合奈 児玉桃華 

  原田まもり 中 衣織 

    神辺健太 原田理央 

  木村愛子 内山純未 

    崎永ひとみ 林 英太 

  友利 葵 香井一志 

    河谷美優 北野真帆 



  松本紗季 谷本実悠 

    元山愛梨 橋本佳苗 

  伊藤香菜子 竹重寿々菜 

    佐伯みらの 河村苑香 

  林 昌美 高嶋志穂 

    森田麻奈美 中村真依 

    田中由菜 松浦慶生 

    中道恭輔   

香川県 (個人) 田中葉津音 

徳島県 (個人) 平野シマコ   

愛媛県 (個人) 高岡政好 杉本詠二 

  (団体) 今治市立亀岡小学校   

福岡県 (個人) 小野 彰 野路靖子 

    重石美津子 丸山 稔 

    中村ミサ 守田とも子 

    古川妃登美 太田和則 

    伴田貢造 坂嵜智恵子 

    三串文男 堂下 繁 

    野上征江 横川幸一 

  (団体) つくし会 つぼみ 

    前田 PP ラージボールクラブ サーティーンズ 

    小山田団地の会   

熊本県 (個人) 齊藤大典 平井洋治 

    坂本登司夫 稲葉繁親 

  (団体) 山鹿市立鹿北小学校 球磨村立一勝地小学校 

    山鹿市立鹿北中学校   

大分県 (個人) 後藤恵子 大村益隆 

    徳田勝一   

宮崎県 (個人) 茜ヶ久保操 金丸篤史 

    後藤実紗 大石隆文 

    谷口善昭 中道敏恵 

    兒玉邦子   

  (団体) 綾町立綾中学校一九九一年度卒業生有志 

    明治安田生命保険宮崎支社 新富町商工会 

    株式会社明光社 綾町立綾中学校一九七一年度卒業生有志 

    一般社団法人生命保険協会宮崎県協会 

    国富町立木脇中学校一九九一男子卒業生有志 



鹿児島県 (個人) 大野裕太 森 翔汰 

    木口那音 指宿佑成 

    柳川 翔 髙塚雪乃 

    山畑未来 泊口怜生 

    赤岩虹香 なかむらみゆ 

    岩﨑涼翔 杉本悠真 

    竹内心葉 田島ユリナ 

    濵田奈生 田中明依 

    岩切真士 東條真聖 

    德田幸奈 中村 航 

    中島康暉 吉川実花 

    吉村芙花 伊井幸太朗 

    前出実愛 上野進之佑 

    井手 尊 小野愛由梨 

    中濵裕貴 小林佳音 

    向笠心麻 坂本和奏 

    今給黎優 木ノ下樹乃 

    杉園大征 長尾実桜 

    西 礼愛 山方碧莉 

    眞邉颯太朗 伊井直太朗 

    下茂陽南子 飯田心羽 

    山 宗督 勝 聖都 

    東 愛唯 田中蒼真 

    吉原 漣 中迫愛葵 

    榊 朱星 時任啓輔 

    髙井るうあ 永吉聡太 

    中間遥祐 福山 蓮 

    稲盛愛莉 水本昊士 

    山方稔琴 冲昂志郎 

    國安美月 藏屋藍理 

    東郷優莉 西郷心月 

    久永大晴 紫尾心陽 

    くぼあいり 駿河由愛 

    鹿児島市立川上小学校 75 名   

 
＊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 


