
1　本国等から代表が参列した国等
参列者名（外国元首・祝賀使節等） 参列者名（駐日外国大使等）

アジア・大洋州
バングラデシュ人民共和国 モハマド・アブドゥル・ハミド大統領及び夫人 ラバフ・ファティマ駐日大使
ブータン王国 ジグミ・ケサル・ナムギャル・ワンチュク国王

及び王妃
ヴェトソップ・ナムギャル駐印大使

ブルネイ・ダルサラーム国 ハサナル・ボルキア国王及び王子 ハジ・シャブディン・ハジ・ムサ駐日大使
カンボジア王国 ノロドム・シハモニ国王及び王女 ウン・ラチャナ駐日大使
中華人民共和国 王岐山国家副主席 孔鉉佑駐日大使
インド共和国 ラーム・ナート・コヴィンド大統領及び夫人 サンジェイ・クマール・ヴァルマ駐日大使
インドネシア共和国 マルフ・アミン副大統領及び夫人 アリフィン・タスリフ駐日大使
ラオス人民民主共和国 パンカム・ヴィパヴァン国家副主席及び夫人 ビロード・スンダーラー駐日大使
マレーシア アブドゥラ第16代国王及び王妃 ケネディ・ジャワン駐日大使
モルディブ共和国 イブラヒム・モハメド・ソーリフ大統領 

及び夫人
イブラヒーム・ウェイス駐日大使

モンゴル国 オフナー・フレルスフ首相及び夫人 ダンバダルジャー・バッチジャルガル駐日大使
ミャンマー連邦共和国 アウン・サン・スー・チー国家最高顧問 ミン・トゥ駐日大使
ネパール連邦民主共和国 ビディヤ・デヴィ・バンダリ大統領 プラティヴァ・ラナ駐日大使
パキスタン・イスラム
共和国

アリフ・アルビ大統領及び夫人 イムティアズ・アハマド駐日大使

フィリピン共和国 ロドリゴ・ドゥテルテ大統領及び令嬢 ホセ・カスティリョ・ラウレル駐日大使
大韓民国 李洛淵国務総理 南官杓駐日大使
シンガポール共和国 ハリマ・ヤコブ大統領及び夫君 ルィ・タックユー駐日大使
スリランカ
民主社会主義共和国

マイトリパーラ・シリセーナ大統領及び夫人 ダンミカ・ガンガーナート・ディサーナーヤカ
駐日大使

タイ王国 プラユット・ジャンオーチャー首相及び夫人 バンサーン・ブンナーク駐日大使
ベトナム社会主義共和国 グエン・スアン・フック首相 ヴー・ホン・ナム駐日大使

大洋州
オーストラリア連邦 デイビッド・ハーレー連邦総督及び夫人 リチャード・コート駐日大使
クック諸島 トム・マースターズ女王名代及び夫人
フィジー共和国 ジオジ・コンロテ大統領及び夫人 イシケリ・ウルイナイライ・マタイトガ駐日大使
キリバス共和国 ルアテキ・テカイアラ・インフラ・持続可能 

エネルギー大臣
マーシャル諸島共和国 ヒルダ・C・ハイネ大統領及び夫君 トーマス・D・キチナー駐日大使
ミクロネシア連邦 ディビッド・W・パニュエロ大統領及び夫人 ジョン・フリッツ駐日大使
ナウル共和国 ライノル・エニミア大統領
ニュージーランド パッツィー・レディー総督及び夫君 ヘイミッシュ・ネヴィル・フランシス・ 

クーパー駐日大使
パラオ共和国 トミー・E・レメンゲサウ・Jr.大統領 

及びマルグ国務大臣
フランシス・M・マツタロウ駐日大使

パプアニューギニア独立国 ボブ・ダダイ総督 サムソン・ヤボン臨時代理大使
サモア独立国 トゥイマレアリイファノ・ヴァアレトア・ 

スアラウヴィ2世国家元首及び夫人
ファアラヴァアウ・ペリナ・J・シラ・ツアラ
ウレレイ駐日大使

ソロモン諸島 デイビット・ブナギ総督及び夫人

即位礼正殿の儀参列者 
（外国元首・祝賀使節等及び駐日外国大使等）
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参列者名（外国元首・祝賀使節等） 参列者名（駐日外国大使等）
トンガ王国 トゥポウ6世国王及びナナシパウウ王妃 タニア・ラウマヌルベ・タラフォリカ・ 

フシトゥア駐日大使
ツバル サイモン・コフェ法務・通信・外務大臣及び夫人

北米
カナダ リチャード・ワグナー最高裁判所長官及び夫人 イアン・バーニー駐日大使
アメリカ合衆国 イレーン・チャオ運輸長官 ジョセフ・M・ヤング臨時代理大使

中南米
アンティグア・バーブーダ ロドニー・ウィリアムス総督及び夫人
アルゼンチン共和国 ガブリエラ・ミケティ副大統領 アラン・クラウディオ・ベロー駐日大使
バルバドス サンドラ・メイソン総督及び令息
ベリーズ コルビル・ノーベルト・ヤング総督 ダイアン・カルラ・ヘイロック駐日大使
ブラジル連邦共和国 ジャイル・ボルソナーロ大統領 エドゥアルド・パエス・サボイア駐日大使
チリ共和国 エドゥアルド・フレイ・ルイス・タグレ・アジ

ア太平洋担当特派大使（元大統領）及び夫人
フリオ・フィオル駐日大使

コロンビア共和国 カルロス・ホルメス・トゥルヒージョ・ガルシ
ア外務大臣及び夫人

サンティアゴ・パルド駐日大使

コスタリカ共和国 クラウディア・ドブレス・カマルゴ大統領夫人
（特使）

アレクサンダー・サラス・アラジャ駐日大使

キューバ共和国 ロベルト・モラレス・オヘダ閣僚評議会副議長
及び夫人

カルロス・ミゲル・ペレイラ・ヘルナンデス駐
日大使

ドミニカ共和国 マリア・デ・ロス・アンヘレス・ガルシア・
デ・バルガス外務大臣夫人

エクトル・パウリーノ・ドミンゲス・ロドリゲ
ス駐日大使

エクアドル共和国 ホセ・サムエル・バレンシア・アモレス外務大臣 ハイメ・バルベリス駐日大使
エルサルバドル共和国 フェリックス・ウジョア副大統領 マリア・リディア・セラヤンディア・シスネロ

ス駐日大使
グアテマラ共和国 モラレス・カブレラ大統領及び夫人 クリストバル・アダルベルト・エレラ・ドゥポ

ン駐日大使
ガイアナ共和国 ドーン・ヘイスティングス＝ウィリアムス大統

領府付大臣
ハイチ共和国 ボシット・エドモン外務・宗務大臣 フランシリアン・ヴィクトラン臨時代理大使
ジャマイカ トーマス・タバレス＝フィンソン上院議長

及び夫人
クレメント・フィリップ・リカルド・アリコッ
ク駐日大使

メキシコ合衆国 オルガ・サンチェス・コルデロ内務大臣 
及び夫君

メルバ・マリア・プリーア・オラバリエタ駐日
大使

ニカラグア共和国 デニス・ロナルド・モンカダ・コリンドレス 
外務大臣及び夫人

ロドリゴ・コロネル・キンロッフ駐日大使

パナマ共和国 ラウレンティーノ・コルティソ・コーエン 
大統領及び夫人

カルロス・ペレ次期大使

パラグアイ共和国 ウゴ・アダルベルト・ベラスケス・モレノ 
副大統領及び夫人

ラウル・フロレンティン＝アントラ駐日大使

ペルー共和国 フランシスコ・エンリケ・ウゴ・ペトロッシ・
フランコ文化大臣

ハロルド・W・フォルサイト駐日大使

セントクリストファー・
ネービス

マーク・ブラントリー外務・航空大臣 ジャスミン・ハギンス駐日大使

セントビンセント及び
グレナディーン諸島

スーザン・ドゥーガン総督

欧州
アルバニア共和国 イリル・メタ大統領 ジェルジ・テネケチェジウ駐日大使
アンドラ公国 マリア・ウバック・フォン外務大臣及び夫君
アルメニア共和国 アルメン・サルキシャン大統領及び夫人 グラント・ポゴシャン駐日大使
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参列者名（外国元首・祝賀使節等） 参列者名（駐日外国大使等）
オーストリア共和国 アレクサンダー・ファン・デア・ベレン大統領

及び夫人
フーベルト・ハイッス駐日大使

アゼルバイジャン共和国 オグダイ・アサドフ国会議長 ファリド・タリボフ臨時代理大使
ベルギー王国 フィリップ国王及び王妃 ロクサンヌ・ドゥ・ビルデルリング駐日大使
ボスニア・ヘルツェゴビナ ジェリコ・コムシッチ大統領評議会議長及び夫人 シニシャ・ベリャン駐日大使
ブルガリア共和国 ルメン・ラデフ大統領及び夫人 ボリスラフ・コストフ駐日大使
クロアチア共和国 ジェリコ・ライネル議会副議長 ドラジェン・フラスティッチ駐日大使
キプロス共和国 アンドリ・アナスタシアドゥ大統領夫人 ハリス・モリチス次期大使
チェコ共和国 アンドレイ・バビシュ首相及び夫人 マルチン・トムチョ駐日大使
デンマーク王国 フレデリック皇太子及び皇太子妃 ピーター・タクソ-イェンセン次期大使
エストニア共和国 ケルスティ・カリユライド大統領 ヴァイノ・レイナルト駐日大使
フィンランド共和国 サウリ・ニーニスト大統領及び夫人 ペッカ・オルパナ駐日大使
フランス共和国 ニコラ・サルコジ元大統領 ローラン・ピック駐日大使
ジョージア サロメ・ズラビシヴィリ大統領及び令嬢 ティムラズ・レジャバ臨時代理大使
ドイツ連邦共和国 フランク＝ヴァルター・シュタインマイヤー 

大統領及び夫人
イナ・レーペル次期大使

ギリシャ共和国 パナヨティス・ピクラメノス副首相及び夫人 コンスタンティン・カキュシス駐日大使
ハンガリー アーデル・ヤーノシュ大統領及び夫人 パラノビチ・ノルバート駐日大使
アイスランド共和国 グドゥニ・トルラシウス・ヨハネソン大統領 

及び夫人
エーリン・フリーゲンリング駐日大使

アイルランド デニス・オドノバン上院議長及び夫人 ポール・カヴァナ駐日大使
イタリア共和国 マリア・エリザベッタ・アルベルティ・カゼッ

ラーティ上院議長
ジョルジョ・スタラーチェ駐日大使

カザフスタン共和国 ヌルスルタン・ナザルバエフ初代大統領 イエルラン・バウダルベック・コジャタエフ 
駐日大使

コソボ共和国 ハシム・サチ大統領 レオン・マラゾーグ駐日大使
キルギス共和国 ソオロンバイ・ジェエンベコフ大統領 ミルラン・アルスタンバエフ駐日大使
ラトビア共和国 エギルス・レヴィッツ大統領及び夫人 ダツェ・トレイヤ＝マスィー駐日大使
リヒテンシュタイン公国 アロイス・フォン・ウント・ツー皇太子
リトアニア共和国 ギターナス・ナウセーダ大統領及び夫人 ゲディミナス・バルブオリス駐日大使
ルクセンブルク大公国 アンリ大公 ピエール・フェリング駐日大使
マルタ共和国 ジョージ・ヴェッラ大統領及び夫人 アンドレ・スピテリ駐日大使
モナコ公国 アルベール2世公 パトリック・メドサン駐日大使
モンテネグロ ミロ・ジュカノビッチ大統領及び夫人
オランダ王国 ウィレム・アレキサンダー国王及び王妃 ペーター・ファン・デル・フリート駐日大使
北マケドニア共和国 アンドレイ・ジェルノフスキ外務副大臣 

及び夫人
イヴァン・カランフィロフスキー臨時代理大使

ノルウェー王国 ホーコン皇太子 インガ・M・W・ニーハマル駐日大使
ポーランド共和国 アガタ・コルンハウゼル・ドゥダ大統領夫人 パヴェウ・ミレフスキ次期大使
ポルトガル共和国 アニーバル・カヴァコ・シルヴァ前大統領・ 

元首相及び夫人
フランシスコ・シャビエル・エステヴェス 
駐日大使

モルドバ共和国 イゴル・ドドン大統領及び夫人 ヴァシレ・ブマコフ駐日大使
ルーマニア クラウス・ヨハニス大統領及び夫人 スヴェトラナ・タティアナ・ヨシペル駐日大使
ロシア連邦 ウマハノフ・イリヤス＝マゴメド・サラモヴィ

チ連邦院副議長
ミハイル・ガルージン駐日大使

サンマリノ共和国 ニコラ・レンツィ外務・政務・司法長官 マンリオ・カデロ駐日大使
セルビア共和国 アナ・ブルナビッチ首相 ネナード・グリシッチ駐日大使
スロバキア共和国 ズザナ・チャプトヴァー大統領 マリアーン・トマーシク駐日大使
スロベニア共和国 ボルト・パホル大統領 アンナ・ポラック・ペトリッチ駐日大使
スペイン王国 フェリペ6世国王及び王妃 ホルヘ・トレド・アルビニャーナ駐日大使
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参列者名（外国元首・祝賀使節等） 参列者名（駐日外国大使等）
スウェーデン王国 カール16世グスタフ国王及び皇太子 ペールエリック・ヘーグベリ次期大使
スイス連邦 ヴィオラ・アムヘルト国防・市民防衛・ 

スポーツ大臣
ジャン・フランソワ・パロ駐日大使

タジキスタン共和国 マフマドサイード・ウバイドゥロエフ上院議長 ミルゾシャリフ・ジャロロフ駐日大使
トルクメニスタン グルバングルィ・ベルディムハメドフ大統領

及びメレドフ副首相兼外務大臣
グルバンマンメト・エリャソフ駐日大使

ウクライナ ヴォロディーミル・ゼレンスキー大統領 
及び夫人

イーホル・ハルチェンコ駐日大使

グレートブリテン及び 
北アイルランド連合王国

チャールズ皇太子 ポール・マデン駐日大使

ウズベキスタン共和国 タンジーラ・カマロヴナ・ナルバーエヴァ 
最高議会上院議長

ガイラト・ファジーロフ駐日大使

バチカン フランチェスコ・モンテリーズィ枢機卿 ジョセフ・チェノットゥ駐日大使

中東
アフガニスタン・イスラム
共和国

モハンマド・アシュラフ・ガーニ大統領 
及び夫人

バシール・モハバット駐日大使

バーレーン王国 サルマン・ビン・ハマド・アール・ハリーファ
皇太子及びサルマン財務・国家経済大臣

アフマド・ムハンマド・ユースフ・アフマド・
アルドセリ駐日大使

イラン・イスラム共和国 ラアヤ・ジョネイディ副大統領 モルテザ・ラフマーニ・モヴァヘド駐日大使
ヨルダン・ハシェミット 
王国

フセイン・ビン・アブドッラー2世・ビン・フ
セイン・ビン・タラ－ル皇太子

リーナ・アンナーブ駐日大使

クウェート国 ナーセル・アル・ムハンマド・アル・アハマ
ド・アル・サバーハ首長代理（元首相）

ハサン・ムハンマド・サーレハ・ザマーン 
駐日大使

オマーン国 アスアド・ビン・ターリク・ビン・タイムール・
アール・サイード国際関係・協力担当副首相兼
国王特別代理及びバドル外務省事務総長

ムハンマド・サイード・ハリファ・アル・ブサ
イディ駐日大使

カタール国 タミーム・ビン・ハマド・アール・サーニ首長
及びムハンマド副首相兼外務大臣

ハサン・ビン・ムハンマド・ラフェイ・アルエ
マディ駐日大使

サウジアラビア王国 トルキー・ビン・ムハンマド・ビン・ファハ
ド・ビン・アブドルアジーズ・アール＝サウー
ド王宮府顧問兼国務大臣

ナーイフ・マルズーク・アル・ファハーディ
駐日大使

トルコ共和国 メフメット・ヌーリ・エルソイ文化観光大臣
及び夫人

ハサン・ムラト・メルジャン駐日大使

アラブ首長国連邦 ハッザーア・ビン・ザーイド・アブダビ執行評
議会副議長及びジャーベル国務大臣兼日本担当
特使

ハーリド・オムラン・スカイト・サルハン・ 
アルアメリ駐日大使

アフリカ
アンゴラ共和国 フレデリコ・マヌエル・ドス・サントス・イ・

シルヴァ・カルドーゾ大統領府文官長及び夫人
ルイ・オルランド・フェレイラ・デ・セイタ・
ダ・シルヴァ・シャビエル駐日大使

ベナン共和国 パトリス・アタナズ・ギヨーム・タロン大統領 アデチュブ・マカリミ・アビソラ駐日大使
ブルキナファソ アルファ・バリー外務・協力大臣及び夫人 パスカル・バジョボ駐日大使
ブルンジ共和国 エゼキエル・ニビギラ外務大臣
カーボベルデ共和国 ジョルジュ・カルロス・デ・アルメイダ・フォ

ンセカ大統領
ターニャ・セラフィム・イヴォンヌ・ロムアル
ド駐日大使

カメルーン共和国 ジョゼフ・ディオン・ングテ首相 ピエール・ゼンゲ駐日大使
チャド共和国 アシュタ・サレー・ダマヌ外務・アフリカ統

合・国際協力・在外国民副大臣
コモロ連合 アザリ・アスマニ大統領及び夫人
コートジボワール共和国 アラサン・ウワタラ大統領及び夫人 ジェローム・クロー・ウェア駐日大使
ジブチ共和国 アブドゥルカデル・カミル・モハメッド首相 アホメド・アライタ・アリ駐日大使
エジプト・アラブ共和国 ハーリド・エルアナーニ考古大臣及び夫人 アイマン・カーメル駐日大使
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参列者名（外国元首・祝賀使節等） 参列者名（駐日外国大使等）
赤道ギニア共和国 ガウデンシオ・モアバ・メス国民議会議長 

及び夫人
エスワティニ王国 ムスワティ3世国王及び王妃
エチオピア連邦民主共和国 ムラトゥ・テショメ元大統領 カサ・テクレブルハン・ガブラヒウォット 

駐日大使
ガボン共和国 フォスタン・ブクビ国民議会議長及び夫人 ジョゼフ・ジロ・エファンゴン・オバゲ 

駐日大使
ガンビア共和国 マリアム・ジャック＝デントン国民議会議長
ガーナ共和国 レベッカ・アクフォ＝アド大統領夫人 フランク・オチュレ駐日大使
ギニア共和国 サルン・シセ国民議会第一副議長 サンクン・シラ駐日大使
ケニア共和国 ウフル・ケニヤッタ大統領及び夫人 ソロモン・K・マイナ駐日大使
レソト王国 レツィエ3世国王及び王妃 パレサ・モセツェ駐日大使
マダガスカル共和国 クリスティン・ラザナマハソア国民議会議長 

及び夫君
ツィラヴ・マエリゾ・ランジャザフィ臨時代理
大使

マリ共和国 イサカ・シディベ国民議会議長 ジャラ・カマラ・マリエトゥ臨時代理大使
モロッコ王国 ムーレイ・ラシッド王子 ムハンマド・ラシャド・ブフラル駐日大使
モザンビーク共和国 ヴェロニカ・ナタニエル・マカモ・デリョー

ヴォ国民議会議長及び夫君
ジョゼ・マリア・ダ・シルヴァ・ヴィエイラ・
デ・モライス駐日大使

ニジェール共和国 イスフ・マハマドゥ大統領及び夫人 イヌサ・ムスタファ駐日大使
ナイジェリア連邦共和国 ボス・ムスタファ連邦政府官房長官 モハンメド・ガナ・イサ駐日大使
セネガル共和国 アマドゥ・ホットゥ経済・計画・協力大臣 

及び夫人
ゴルギ・シス駐日大使

セーシェル共和国 ヴィンセント・メリトン副大統領兼外務大臣 
及び夫人

ビビアン・フォック＝ターヴェ駐日大使

シエラレオネ共和国 アバス・シュルノー・ブンドゥ国会議長 アーネスト・ビンバ・ドマヒナ次期大使
ソマリア連邦共和国 アブドゥルカディル・アフメド・キール・アブ

ディ外務・国際協力閣外大臣
南アフリカ共和国 キャンディス・マシェホ＝ドラミニ国際関係・

協力副大臣
ルラマ・スマッツ・ンゴニャマ駐日大使

南スーダン共和国 クオル・マニャン・ジュック国防・退役軍人担
当大臣

トーゴ共和国 フォール・エソジンナ・ニャシンベ大統領 アフォニョン・クアク・セダミヌ臨時代理大使
ウガンダ共和国 エフライム・カムントゥ観光・野生動植物・遺

跡大臣
ベティ・グレース・アケチ＝オクロ駐日大使

タンザニア連合共和国 ジョージ・ムクチカ大統領府付公共サービス・
行政機能強化担当大臣

ジョン・フィッシャー・カンボーナ臨時代理 
大使

ザンビア共和国 ジョセフ・マランジ外務大臣 ンディオイ・ムリワナ・ムティティ駐日大使
ジンバブエ共和国 シンバラシェ・シンバネンドゥク・ムンベンゲ

グウィ大統領特使兼元外務大臣及び夫人
タイタス・メリスワ・ジョナサン・アブーバス
ツ駐日大使

国際機関等
国際連合 マリア・ルイザ・リベイロ・ヴィオッティ国連

事務総長室官房長
欧州連合 フェデリーカ・モゲリーニEU外務・安全保障

政策上級代表兼欧州委員会副委員長
パトリシア・フロア駐日大使

パレスチナ マフムード・アッバース大統領 ワリード・シアム駐日大使
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2　駐日大使等が代表として参列した国
参列者名

アルジェリア民主人民共和国 モハメッド　エル　アミン　ベンシェリフ駐日大使
バハマ国 エルウッド・ドナルドソン外務省特別代表
ベラルーシ共和国 ルスラン・イエシン駐日大使
ボリビア多民族国 ナルディ・エリザベス・スクソ・イトゥリ特使
ボツワナ共和国 ンコロイ・ンコロイ駐日大使
コンゴ共和国 フェリックス・ンゴマ駐日大使
コンゴ民主共和国 ディディエ＝ラマザニ・ビン・キティマ駐日大使
エリトリア国 エスティファノス・アフォワキ・ハイレ駐日大使
ホンジュラス共和国 エクトル・アレハンドロ・パルマ・セルナ駐日大使
イラク共和国 ハリール・ムーサウィー駐日大使
イスラエル国 ヤッファ・ベンアリ駐日大使
レバノン共和国 ニダル・ヤヒヤ駐日大使
リベリア共和国 ブラモー・ネルソン駐日大使
リビア アメッド・エム・アール・ナイリ臨時代理大使
マラウイ共和国 グレネンガー・キドニー・ムスリラ・バンダ駐日大使
モーリタニア・イスラム共和国 エル・ハセン・エレイエット駐日大使
モーリシャス共和国 ミャオ・クォン・リーホンチョン特使
ナミビア共和国 モーヴェン・M・ルスウェニョ駐日大使
ルワンダ共和国 ヴェネティア・セブダンディ駐日大使
セントルシア エドウィン・ローラン特使
スーダン共和国 ヤヒヤ・アブデルガリール・マフムード・ハリール次期大使
スリナム共和国 パティ・チェン特使
東ティモール民主共和国 ヌノ・アルヴァレス・モニス・マルケス・アウヴェス臨時代理大使
チュニジア共和国 ムハンマド・エルーミ駐日大使
ウルグアイ東方共和国 セサル・フェレール駐日大使
ベネズエラ・ボリバル共和国 セイコウ・ルイス・イシカワ・コバヤシ駐日大使
イエメン共和国 バシール・ムハンマド・カーシム臨時代理大使

3　その他
参列者名

マカオ 崔世安行政長官及び夫人
香港 林鄭月娥行政長官
台湾 謝長廷駐日台北経済文化代表事務所代表
在日米軍 ケビン B. シュナイダー司令官
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