
都道府県

青森県 個人 苫米地トミ子

団体 官庁街のサクラを守る会 あしたぼの会

十和田市援会 ほおずきのへや

田中建設企業クループ こころの広場”ルピナス”

上北建設株式会社 TMG十和田もてなしガールズ

有限会社布施ホンダ販売 十和田市立三本木小学校

岩手県 団体 一関市立萩荘中学校 北上市立北上中学校

秋田県 個人 海沼聡子

山形県 個人 後藤裕太 山木紀彦

鈴木かづ子

群馬県 個人 黛　史香 黛　紗空

黛　葵維

埼玉県 団体 新郷みちのくの会

東京都 個人 鈴木哲也 生井康雄

寺村正一

千葉県 個人 木村忠男 岡田たか子

CONDE RUEL CANANCA 髙仲菜々美

石毛千壽 伊藤優花

井上颯大 加瀬武蔵

大橋琉来 髙木大和

平野恒太 飯田倫平

石毛華優音 大橋れな

西宮まひる 石橋蓮大

平野美帆

団体 富里市七栄第二区 富里市立富里幼稚園

岐阜県 個人 小栗好幸 坂尻千惠子

古山悟子 長谷川俊彦

川口萬壽夫 桐山智子

曽我　均 山本敏子

山田正博 田口英明

竹山晃広 吉田広喜

早川純弘 桂川怜奈

鷲見竹金 都竹利一

元垣内 幸 野中常雄

団体 たけはな子ども食堂 運営団体はしま竹の子会

たけはな子ども食堂 岐阜県立羽島高等学校 ボランティアスタッフ

岐阜県立大垣東高等学校 岐阜ボランティアサークル

岐阜県立恵那特別支援学校高等部 岐阜県立岐阜商業高等学校家庭クラブ

第685回実行章（令和2年10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、5,360名です。

実行者名／団体名



岐阜県立多治見高等学校家庭クラブ 各務原市立稲羽西小学校

丸山木材工業株式会社 日本塗装工業会岐阜県支部西濃部会

土岐市観光ガイドの会 はなもも会

岐阜県立高山工業高等学校 硬式野球部 岐阜県立斐太高等学校

下呂市立小坂中学校 生徒会 高山市立丹生川中学校

高山市立日枝中学校 生活委員会 高山電業協会

株式会社美ら地球 金山わんわんパトロール隊

乗鞍美化の会 飛騨のかたりべ いろりばた

ウエスト･ウインド･オブ･セッション

長野県 個人 土屋ほのか 萩　美柊

静岡県 個人 土屋紀雄 土屋ふさ江

団体 富士市立須津中学校｢小さな親切｣委員会 株式会社土屋建設

静岡市立清水小学校 日本旅行業協会中部支部 静岡地区委員会

愛知県 個人 水谷仁美

団体 名古屋市立大高小学校PTA

福井県 個人 杉平信夫

団体 敦賀市ジュニアリーダーズクラブ 岡本ペンキ店株式会社

広島県 個人 井藤文男 林　亨

末重美寿枝 樋口修一

小尻美保子

団体 甲山瀬戸内源流太鼓 農事組合法人 きらり狩山

世羅町立世羅小学校あいさつプロジェクト 宇津戸神祇保存会

香川県 個人 地藤大輝 小山蒼介

竹内晴之 武市悠聖

藤澤孝太 川瀬遥生

上田涼楓 小山晶久

山本睦子 吉川美緒

小山朋也 近藤那浬海

徳島県 個人 小角陽一 三好和男

端本美夫 小笠春富

石川　新 遠藤和子

武田一比古 七條公香

西岡一郎 下岡芽生

井上昭市

徳島県 団体 高原地区老人クラブ連合会 株式会社原田組

愛媛県 団体 西予市立多田小学校 愛媛県立三崎高等学校

多田地区子ども見守り隊･青パト隊

佐賀県 個人 原くに子 副島利彦

山田寿代 田中哲雄

堤　和子

長崎県 個人 萩原照子 須川昌彦

川本布子 松尾アヤ子

有馬敏雄 三浦サワヱ

有馬祥子 原　稔



頭島健二 江川朝好

岡田政敏 辻　久美

小玉寿美江 一ノ瀬成憲

佐々 明敬 樋口順一

中田あい子 吉住　薫

川内茂樹 山下貞治

林田ヒデミ 山川亮介

赤瀬忠節 松尾　晃

木村晴夫 田中みずき

団体 多以良地区河川愛護会 フラワーショップくま

長崎市立村松小学校区青少年育成協議会

熊本県 団体 菊池市立七城中学校

大分県 個人 竹村優惟 竹村海惟

宮崎県 団体 都城島津を温ねる会

鹿児島県 個人 栗下敏昭

藤木花莉奈 安藤　翼

堀川百恵 伊地知航

三山陽詩 下唐湊幸斗

堂免太輝 萩原千愛

田口瑛太 平山愛徠

深田那々美 竹原咲良

上野巧壬 富岡大洋

三島裕斗 泊　志穏

井料璃乃 川越遥仁

時吉真玄 神過聖也

坂上颯亮 日置琥珀

山元瑛翔 長瀬拓己

戸田凛子 桜木夢希

上四元優心 平山月雫

通山七星 新中須尊

宮﨑　大 大山仁衣奈

堂後　要 大迫美空

堀ノ内聖珠 末田良太郎

田中茉里奈 末吉　梅

松元美心 宇都颯来

宮之原廉人 稲元心美

本村沙優 名阪祐冴

池田怜央 川野すみれ

佐々木荘真 清原　蘭

小野彩華 泊 菜彩美

吉川羽香 鈴木香奈美

都歩乃香 久保廣人

杉俣　駿 南郷浩太朗

濵田倖嘉 下入佐茉那



榎屋乃愛 阿部　恵

中鶴姫菜乃 中島美空

中村吏里 黒木悠那

榮　邑治 小吉　尊

上地琉喜 新村斗希

本田徠稀 福里彩心

土岐鈴夏 下大川輝

濵川輝太 前田大吉

髙木吾音 小城侑也

児玉茉優 保　凌太

末吉琉夏 後迫　凜

福田憲士郎 松下さくら

満留優花 松元李力

松山莉子 松久保桂吾

山元優佳 竹之内比那

野邊栞奈 中元心々明

冬田遥香 長崎輝美

白坂桃子 堀添のぞみ

井上摩耶 中馬桜子

深江奏太 大茂里緒

坂本　蒼 山重かんな

団体 鹿信伊敷ハッピー会 国際ソロプチミスト鹿児島

沖縄県 個人 和田達雄

＊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


