
第 642 回実行章受章者発表！ 

 
第 642 回実行章（平成 29 年 3 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 2,658 名です。 
 

都道府県 実行者名／団体名 

北海道 (団体) 函館市立深堀中学校   

岩手県 (団体) 琴伝流大正琴 花みずき琴の会 洋野町立角浜小学校 

    民謡 松の会 北上市立南中学校 

    宮古市立新里中学校 大船渡市立日頃市中学校 

秋田県 (個人) 寺澤京子 寺澤 清 

    黒澤裕香 

山形県 (個人) 渡井健教 大泉姫菜 

    國井亮都 桑原愛実 

    山口湧也 大嶋寛仁 

    黒沼 舜 飛田唯我 

    柏倉知紘 岸本夏菜美 

    半澤英斗 今野椛愛 

    武田真季 清水希美 

    西村知真 本田愛良 

    塩野莉空 遠藤みか 

    高梨紘佳 四釜優太 

    高橋洸羽 堀内能松 

  土屋知輝 髙橋愛芽 

    長谷部誉人 髙橋星那 

  今井杏樹 朝熊一成 

    伊藤彩笑 鈴木翔夢 

    佐藤煌太 新保彰人 

    鈴木琉心 鈴木風良 

    内藤海凪 鈴木康太 

    川崎千優 星千瑛梨 

    目崎尋也 吉田慈子 

    鈴木美咲 佐々木柚那 

    加藤由萊 舟山珠優 

    長島桔平 安部百香 

    瀬野龍空 小川胡楽 



    髙橋知世 渡部涼雅 

    小方蕾來   

福島県 (個人) 霜山泰地 鹿住龍星 

栃木県 (個人) 飯塚日葵 小曽根大志 

    坂本奏音 柴田 亮 

  澤柳義人 諏訪百々奈 

    阿部大晴 徳原莉緒斗 

  齋藤心愛 武馬 颯 

    石澤柚稀 山田篤宏 

  福田悠人 山田吏桜 

    大野祥吾 吉田梨桜 

    中島加琳 渡邉京純 

    鈴木杏菜 石川紗都 

    広瀬勇太 片柳優衣 

    藤原瑠菜 篠原莉穂 

    鈴木さくら 鶴見涼介 

    船田早妃 橋本理央 

    小玉菜々子 浅田涼花 

    小野楽翔 浅田悠花 

    小堀美空 薄井希空 

    髙草木駿 小林玲美 

    田中里奈 坂本 成 

    毒島咲和 阿部晃弥 

    中里百葉 岩船さくら 

    野村心乃 鷺嶋栞楠 

    松島将吾 東條杏那 

    山田拓望 松本隼和 

    上野花純 影山 輝 

    内田陽依 酒巻 祐 

    國井 柊 田村圭惟 

    須黒晃太 前橋柚那 

    髙瀬綾乃 松倉開士 

    髙瀬颯太 糸井綺美 

    高橋ひなた 塩田心優 

    茂呂颯人 山口莉奈 

    若田部蒼天 早乙女羽奏 

    渡邊美空 早乙女裕亮 



    飯塚大樹 大阿久知哉 

    尾島未友 小荷田百楓 

    小玉沙羅 関口美玖 

    小竹悠斗 早乙女葵衣 

    小堀政宗 松井晴弥 

    白澤悠夢 白石楓花 

    諏訪未唯奈 髙岩瑞由 

    新里啓太 飯塚香介 

    初山結亮 髙岩亜緖衣 

    髙草木奈菜 茂木瑠璃杏 

    大串愛美 糸井龍之介 

    小玉 葵 大瀧優香 

    須藤芽衣 木田橋菫 

    関口結月 佐山柚羽 

    髙橋ほのか 古庄葵衣 

    髙橋海音 赤堀弘貴 

    新里真央 野村香帆 

    本島隆成 藤倉悠芽 

    山田稟乃 堀 生吹 

    若田部世那 鈴木帆南 

    石橋柚乃 山口泰志 

    上野湊誠 須田統大 

    岡田笑依 髙岩郁斗 

    尾島健介 大豆生田文音 

    金子祐太 出口優奈 

    金田聖也 篠原涼風 

    髙瀬悠輝 早乙女海結 

    毒島璃歩 惣福はな 

    萩原七海 藤田実優 

    本島諒宇 山中柚莉 

    渡邊敬介 齊藤 栞 

    渡邉虎太郎 福川飛翔 

    内田昂佑 佐久間一成 

    岡田美姫 小藤夏碧 

    樋口愛乃 平野和人 

    池田智咲 青木光羽 

    内海 結 岩田大輝 



    永島佳菜 栗原 愛 

    難波ｱﾝﾄﾆｰ 清水悦子 

    森澤龍哉 山本慎二郎 

    小林亮脩 市川直輝 

    佐柄愛羽 手塚菜々美 

    島田 雛 山口瑶人 

    田上 遵 渡邊浩樹 

    三室紗姫 阿部堅斗 

    河合ちより 糸井玲奈 

    坂本 楓 小林愛果 

    髙田優璃   

埼玉県 (団体) さいたま市立桜山中学校 

東京都 (個人) 鹿内洋子 石川裕之 

    池田勝彦 岩崎英俊 

    堀内勝太郎 谷口真佐夫 

    川俣秀長 小泉昭雄 

    奈良法男 大伴泰生 

    渡部篤史 河村純一 

    三好政明 横尾正信 

千葉県 (個人) 山下菜々 豊田琴音 

    川崎凛乃 高橋将斗 

    佐々木音彩 島田祐希 

    安達春風 渡辺悠楓 

    藤井星空 和田恭佳 

    田村優衣 熱田吏音 

    持塚侑哉 平山琴望 

    内田ひかり 池田聖捺 

    大村勇那 河西啓太朗 

    西川 愛 稲垣真依 

    板垣彩花 齋藤美杜 

    市原正裕 實川明日美 

    石橋 宙 髙安美那 

    石田康輝 辻 大翔 

    鳥海茉那 堀江和樹 

    岩井志帆 阿部愛理 

    西岡星愛 橋本亜依 

    池田圭寿 石𣘺宗大 



    石橋姫依 加瀨実空 

    熊谷星来 菅谷心結 

    安田一貴 林 稟子 

    伊藤乃愛 若松柚樹 

    神田結愛 戸村妃花 

    髙品咲天 小出彩加 

    平山裕也 石毛太陽 

    平山和奏 桒田真梨夏 

    林 琉華 大須賀陽葵 

    和田依里香 那須咲幸 

    山下心太朗 松ケ谷時斗 

    津嘉田凰汰 佐々木奏介 

    宇井海斗 英 桃子 

    高𣘺真帆 松ヶ谷剛斗 

    佐藤壮真 八木愛輔 

    米田勝真 小田菜花 

    秋山憂大 橋本真依 

    伊良部琉風 荒沢里那 

    緒方祐里奈 石橋一志 

    丸山大翔 常世田栞里 

    小松 渉 山口楓乃穏 

    髙安菜那 井上湖春 

    鈴木義央 古川幹人 

    澁谷陸人 石塚怜人 

    小川光希 先﨑愛乃 

    柳瀬天斗 長谷川知香 

    向後美香 榊 永陽 

    斉藤悠真 伊藤潤人 

    長谷川直樹 戸葉心菜 

    林 智也 髙木夏桜 

    平山葉月 菅谷一稀 

    小松夕七 堀江茉里亜 

    大久保和奏 石井 翼 

    鵜澤 聖 坂井 誠 

    吉野瑛祐 菅谷乃愛 

    山城佳恋 戸葉琉月 

    齋藤妃菜 塚本桜蕾 



    髙橋夏生 川井紅葉 

    石毛佐和 髙木海斗 

    萩原琉偉 菅谷梨々花 

    杉﨑美咲 菅谷柚音 

    石井友麻 髙木梨亜奈 

  大极こ寿月 長谷川愛良 

    塚本珠夏 宮﨑香菜子 

  熱田真央 

  (団体) 陸上自衛隊第一空挺団 曹友会 メンズヘアージェントリー 

  学校法人 船橋高橋学園 きらきらグループ 

長野県 (個人) 池田宣雄   

  (団体) 飯田市鼎婦人会   

静岡県 (個人) 鈴木幸子 西村まどか 

    小俣昌代 太田吉風 

    伊熊安雄 黒木友梧 

    小泉舞歌 大石慎之助 

    伊藤琉海 眞野翔太 

    伊藤 翼 唐澤 咲 

    中山滋玄 吉田愛乃音 

    神谷梨湖 渡辺和重 

    鈴木結菜 髙橋怜汰 

    永田璃心   

  (団体) みんみん亭 なかよし会 

    静岡市立東豊田中学校   

奈良県 (団体) 私立佐保山保育園   

島根県 (個人) 安部和子 安達 彰 

広島県 (個人) 金政 登 浦田心優 

  金平敏恵 平川みひろ 

    對川鈴美 岡田 悠 

  森脇末正 福山花菜子 

    片元結貴子 城谷來菜 

  田口信昭 榎 莉生 

    胡 㬢 木原佳奈 

  濱田留衣 藤井美湖 

    山中彩葉 岡本香里奈 

    青木瑛大 三田蘭之進 

    木原花楓 増田幸太 



  今田紗雪 山岡美空 

    山下結惟 藤岡美花 

  講初遼音 初島 翼 

    平川 凪 中野心結 

  高田ひより 近藤静佳 

    平野里於 山下紗弥 

  平川ほのか 前田菜緒 

    石野 桜 河本 陸 

  吉本亜実 白水あおい 

    川口 桂 樽村妹穏 

  宮崎舞桜 中村孔勇 

  (団体) わいわい村 広島電鉄株式会社警固屋出張所 

香川県 (個人) 苧坂彩織 小亀 凪 

    薄木彰人 寺嶋夏希 

    西山月渚   

愛媛県 (個人) 本田莉子 井上 董 

    栗原はづき 松田 結 

    山﨑海瑚   

  (団体) ボランティア団体「花の里玉川」 エヒメアヤメ保存会 

熊本県 (個人) 宇野 優   

  (団体) 熊本銀行水俣支店 本渡商工会議所女性会 

    熊本大学視覚障がい者用建築模型製作チーム 

    熊本県立上天草高等学校図書委員と有志 

    熊本県立芦北支援学校高等部佐敷分教室 

大分県 (個人) 甲斐加代子 児玉実男 

    後藤幸恵 河野順子 

    篠原光子 池辺秋人 

    澤野幸成 波多野直人 

    髙屋忠昭 森竹治一 

    工藤シマ子 永富 忠 

    後藤ヨカ 谷口恵子 

    小野マサ子 田口 勲 

    秋吉和行 小出綾美 

    一宮サヨ子 伊藤 剛 

    野津原方言調査会 「どりーむ」 

    柴田建設株式会社 「大正琴の会」 

宮崎県 (団体) 「アート・アイ」 



鹿児島県 (個人) 鬼丸恵奈 外薗悠聖 

  吉川 健 芝実乃莉 

    沖田桜眞 池田愛湖 

    井上雅子 瀬戸山うみ 

    中本みなみ 染川萌咲 

    日髙琉里 西原心愛 

    山田花依良 榎田直翔 

    山田優愛 山里歩夢 

    井上佳子 松井そら 

    片浦優楽 白石 煌 

    中園健太 濱村祐羽 

    中園孝誠 川口佳奈恵 

    日髙乃愛 新 実知佳 

    平原実菜子 竪山花梨 

    奥隆一郎 有満颯大 

    有林蒼輔 田中優成 

    越智美葵 野畑莉子 

    宮下莉佳 松田優杏 

    吉井 恵 跡上由佳 

    大堀結衣 和田祐之介 

    岩重優亜 藤田真宙 

    柿内裕翔 安田梨紗 

    上木原圭司 池田楓花 

    満永紅華 河野結衣 

    有村皇我 西倉愛実 

    巢森莉玖 柿本乃愛 

    尾堂来玲亜 久保早穂子 

    濵田風羽 藏元海斗 

    前田陽向 有川隼人 

    上牧瀬仁 中村莉音 

    西薗祐惺 七夕千咲子 

    染川獅朗 吉冨虎次郎 

    有村泰河 川添蒼空 

    南谷陽向 松田絵美 

    秋山伊織 山田凜 

  中園智恵 市坪唯安 

    藤田鈴空 上村佳慧 



  安達楓太 隈本陽太弥 

    上久木田知 中野莉音 

  瀬戸山琉夏 新山旺佑 

    田原春圭史 松田琉聖 

  梅木あみる 永山陽菜 

    上牧瀬藍 並松愛莉奈 

  市来悠人 西 美羽 

    今別府凌 萩原大翔 

  岩下珠梨 春成 浬 

    川口陽斗 福 望空 

  是枝伶音 前田凜柊 

    鈴木颯斗 松坂信汰 

  竹下めい 山下優衣 

    中尾寿希 山下琉之介 

  吉永佳乃子 木治屋颯真 

    吉永秀叶 立和名魁斗 

  東美花寧 政野真菜 

    内村陽翔 渡辺琉維 

  唐見陸玖 榎田利玖 

    坂元祐吏 小村咲矢 

  徳山あかり 城下明日香 

    森 奏羽 立島晃汰 

  山下巧真 中内陸人 

    鉾之原結衣 松薗航大 

  串間奏太 山口さくら 

    谷口統馬 大和矢智佳 

  鉾之原大翔 岩﨑南乃葉 

    有馬絆愛 重藤多美 

  上久保美聖 髙屋陽斗 

    仲田雛向 長濵虎太郎 

  中村亮介 堀田乃梨 

    南部絢音 松元翔夢 

  山﨑涼太 吉永伊吹 

    吉松 花 日髙直哉 

    櫻木大生   

  (団体) 志布志市立潤ケ野小学校   

 



 
＊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 


