
都道府県

北海道 団体 函館市立恵山中学校

青森県 個人 小川耕一

団体 青森県立十和田西高等学校 社会福祉法人北心会　小さな森こども園

十和田自然農楽郷

岩手県 団体 江釣子小ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団

花巻市立花巻北中学校吹奏楽部

秋田県 個人 土舘千代志

山形県 個人 渡邉陽香 齋藤咲子

群馬県 個人 下田順一 小林美智子

埼玉県 団体 和光市立第二中学校 女子ソフトテニス部 たけのこ文庫

東京都 個人 三上　守 高橋義明

河野幸雄 狩野秀行

若杉　樹 丸　浩明

岐阜県 個人 野村豊一 古賀文勲

住屋勝己 前野志織

柿ヶ野律夫

団体 Ｎ'Ｓ　ＷＩＮＤ 萩原おもちゃ病院

おはなしネット・ことだま ＪＡ岐阜厚生連看護専門学校 学生自治会

本の読み語りの会 宮川下流漁業協同組合

一般社団法人高山建設業協会 公益社団法人飛騨市シルバー人材センター

小坂友愛クラブ 金山町生活学校

馬瀬建設株式会社 古川町商工会 青年部

高山板金工業組合 青年部 高山市立久々野中学校

高山市立荘川中学校 飛騨市立神岡小学校

岐阜県立飛驒特別支援学校 高等部 ビルクリーニング班

長野県 個人 宮下　舞

静岡県 個人 石間翔大 佐塚あき子

渡邉洋一 谷澤　始

団体 新居文化公園バラの会 聖隷クリストファー中学校

愛知県 個人 山本祐嗣 山本遥菜

福井県 個人 中村弘磨 森　清

団体 福井県立敦賀高等学校 創生部

奈良県 団体 あやめ池南1丁目第二自治会 大宇陀環境ボランティア

鳥取県 個人 奥村恭子

島根県 団体 美しい法吉の町をつくる会

岡山県 個人 野上靖雄 在木美由紀

第709回実行章（令和4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、4,377名です 。

実行者名／団体名



広島県 個人 鈴木真理亜 國政美由紀

団体 トキファーム

山口県 個人 兼本夢叶 中村　渉

香川県 個人 三好紗羽 地藤千恵

中河未愛 山内音羽

横井新汰 石﨑永彩

森藤蒼太 黒井美和

吉田來斗

徳島県 個人 東出　治 藤本芳弘

竹西光次 豊島幸子

中西　勉 中西ツネ子

栗林洋希 新開　蓮

福本満里那

団体 美馬市連合婦人会 岩倉婦人会

谷口いきいきサロン 一般社団法人つなぐMima World Community

愛媛県 団体 西園寺と山城を活用する会 志津川悠々クラブ

福岡県 個人 弓削エミヨ 能口啓助

長野順子

長崎県 個人 髙口泰子 佐賀里昌人

蓑川　優 森　和男

小柳光子 田崎順一

上田千夜 大久保美子

德田雅憲 山川博幸

古本加奈子 德永富美子

天野千鶴 田中勝巳

瀬戸口智彦 山本カツヨ

篠原幸男 磯野元孝

髙口正義 矢野千晃

宮川駿哉 里　健太

団体 長崎市立小島小学校 弥生ヶ丘子ども会

西部ガス長崎株式会社 お客さまサービスグループ

宮崎県 団体 宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校 チームかたして

鹿児島県 個人 本間充己 上野陸翔

中濵明莉 西別府晴翔

宮井和歌 井谷　朝

緒方貫人 永倉亜美

石原悠一郎 八木遥希

石橋直樹 今西奏大

田中　湊 上床絃巴

種子田梨王 横峯愛果

屋久穂花 花里心葉

宮脇慶伍 井手上莉子

西原未萊 杉本心晴



小瀬戸倖太 迫田桃花

西島凰太 田多園芽莉

井上雅斗 新山大楽

古賀愛梨 杉本大和

鈴木心乃春 日置緋翠

亀甲和花 神川結輝

加納侑杏 牛ノ濵女瑠佐

中川陽翔 北園真帆

六反田明依 内 樹里奈

上野新清 榮　桜花

床次里音奈 渕田亜香莉

中野優杏 小野原陽子

吉永幸詩 日置琥珀

花里彩葉 福岡愛音

赤塚　優 西丸ひより

三山大陽 下田ひかり

小屋姫華 猪木美結

和田淳之介 徳重愛美

竹下瑞基 稲葉愛咲

岩元小幸 藤﨑善士

石原三鈴 園田愛莉

大西蒔子 齊藤綾音

竹井凛華 長谷颯来

藤田大輝 勝岡恵大

谷山友徠 盛澤信平

牧岡芽歩 山口心美

上迫　諒 林　璃桜

佐藤匠真 渉　花咲

亀之園春菜 山元　霞

池端ゆめ 都　瞭菜

吉満凌久 濵田倖嘉

野間香澄 五十嵐侑吏

岩切煌世 阿安　優

鵜殿理奈 萬成亮太

内村菜々海 岡山璃玖

井尻祐太朗 緒方寧音

小川　杏 平岡未詩

中村鈴乃 溝口恵春

山下　遥 暉峻阿華里

上村真太朗 後藤真之介

上久木田大輔 中西優羽

屋田唯鈴 有川海凪

関　佑介 西園邦正



坂口七斗 半澤香佳

村田春風 上村素陽香

砂原樹羅 中原幸靖

永原侑聖 瀬戸　舞

きりしまランニングパトロール 伊集院地域女性連絡協議会

竹園友枝 増満茂樹

清利徳明

沖縄県 個人 徳村弘輝 喜納一已

平田久栄 平田幸子

諸見里安飛

＊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


