
都道府県

岩手県 団体 葛巻町立江刈小学校 大船渡市立綾里中学校

秋田県 個人 菅原由紀子

山形県 個人 松木美結 鈴木愛菜

大場蒼生 鈴木亮太朗

髙石彩央 笠原璃音

佐藤琳風 遠藤美羽

島貫遥妃 髙尾海來

八巻希愛 横山紙美

鈴木心優 井上　更

松下結愛 岡部夏季

佐野公星 金　蓮斗

長谷部湊大 梅津力斗

髙橋すみれ 荒生もも

小松奏心 福田真由

平　結月 佐藤由麻

蒲生珀久 蒲生愛莉

手塚未夢 菅野　奏

鈴木日毬 酒谷実央

安部大翔 引地奏太

渡部莉理子 小笠原愛珠

安部かやの 小笠原千尋

町田悠真 小笠原聖來

山平茉宙 竹田隼人

安達　椿 小関花歩

大滝優衣 新野　栞

色摩郁裕 小笠原千夏

那須菜奈美 小野蒼依

団体 長井市立豊田小学校 6年 長井市立長井北中学校 生徒会

山形銀行米沢西支店 朗読奉仕団つゆくさの会

宮城県 個人 大畑政司

団体 株式会社共栄クリーニング店

群馬県 個人 新井昭三 永井利子

柿田康夫 大美賀彰代

団体 株式会社サンポウ ロックハート城

ホテルベラヴィータ 土田酒造株式会社

栃木県 個人 石澤蓮弥 大野実穂

新田恵麻 船田李桜

大谷俐久 茂木颯翔

第686回実行章（令和2年11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、10,582名です。

実行者名／団体名



宇梶太陽 落合小春

髙橋莉那 戸坂梨花

土澤悠月 藤原珀翔

大島俊輝

埼玉県 個人 野辺修司 浜村美智子

団体 山田食品産業株式会社

東京都 個人 永井竜二 永瀬　匠

橋場巨卓 松島武夫

寺尾嘉雄 小岩弘典

池上知佐子 山家利恵

芳澤　大 平井達也

芳澤けい子 岩花淑子

芳澤優花里 斎藤恵津子

紙谷さと子 斗南良子

夏ひろこ 三崎よし子

奥田貞之 山田鶴三音

松山淑美 広瀬敏郎

安藤晃草 大志

吉川正夫

団体 東京女子医科大学病院 中央病棟5階 看護部一同

ホテルリステル猪苗代 興和商事株式会社

清水デンタルクリニック LDH kitchen THE TOKYO HANEDA

津軽三味線「紫鳳会」 医療法人社団弘進会 宮田歯科

千葉県 個人 平野虎太郎 長島由奈

大橋夏輝 米村柚杏

片岡陽彩 加瀬由千花

芳野裕也 伊藤和紀

林　優人 伊藤梨花

元嶋亮翔 秋葉宗太

平塚結愛 長尾癒優羽

髙品仁美 加瀬莉緖菜

並木來夢 飯島日向翔

有馬大智 落合　蛍

髙橋優希 鈴木芽愛

吉田実莉 信太恵奈

石毛佑樹 増田碧空

宮内千菜美 遠藤うた

宮内華蓮 伊藤悠月

秋元悠希 宮内菜々美

川口珠生 椎名眞捺巳

川口遼磨 石𣘺結月

齋藤大輝 宇野侑和

越川蓮太郎 鈴木蓮心

鈴木亜季 川口彩星



髙橋優衣 吉田花音

中西海衣咲 美月ゆう

神奈川県 個人 鎌内友子 菅野利勝

秋山美保 湊　京子

丸瀬　恵 藤森悠二

新潟県 個人 川上秀伸 加瀬由紀子

飯利美和子

団体 越後製菓株式会社 株式会社レスカルゴ

岐阜県 個人 古田浩司 伊藤厚子

中島敏明 名取一彦

静岡県 個人 大石一麿 仲村年弘

中山延士

団体 静岡県立沼津商業高等学校 地域活性部ボランティア班 3年生有志

静岡県立田方農業高等学校 ライフデザイン科セラピーコース

三島市立錦田中学校 松並木と一里塚を守る会

京都府 団体 株式会社ワコール

奈良県 団体 奈良県立郡山高等学校

大阪府 個人 袖山和志

広島県 個人 中野智美 木原健太

水主村彪牙 池田龍友

中山瑚々葉 山本姫綾

對川廉将 久保将真

吉村誠真 渡邉芽衣

幸城　育 甲斐陽義

延清匡宏 中山　晶

香川県 個人 小松愛佳 藤本るな

米田咲綾華 山本莉央

佐野　楓 貞廣みゆう

白川堅紳 佐野美織

真鍋龍之介 山本深雪

宮下夢乃 秦　風雅

松村拓也 高木海音

小松悠馳 真鍋陽向

横關顕太 石川レカ

古林　咲 田中春妃

篠原直希 矢野智輝

伊井月南 白石結菜

小比賀俊太 池内瑞季

武田優奈 山上直浩

大石悠叶 松岡賢心

川田亜美 太田勘九郎

団体 高松市立高松第一小学校 企画・運営委員会

高知県 団体 株式会社黒潮町缶詰製作所

愛媛県 個人 明智陽子



団体 砥部町立宮内小学校 コール・セシリア

株式会社日景生コン 伯方塩業株式会社

福岡県 団体 行橋市神田町楽神会 福岡県立築城特別支援学校

熊本県 団体 株式会社永野商店

大分県 個人 加来文生

大分県 団体 藤丸建設有限会社

宮崎県 個人 黒原一真 比江嶋香織

杉山美咲 眞方　侃

杉山　至

団体 地域の神社を守る清掃活動 高岡町茶業青年会

宮崎市立七野小学校読み聞かせサークル ひまわりの会

鹿児島県 個人 池田　佑 宮下愛絆

緒方拓真 島　晴香

上口毅琉 竹山朱里

立和田 空 納沢華瑠

平田健悟 松元綾香

藤元大空 宮崎香帆

前田亮祐 安永梨桜

満尾智明 横山叶恵

辻 佑太郎 辻　春乃

沖縄県 団体 株式会社琉球動力

＊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


