
NO 名前 都道府県 NO 名前 都道府県 NO 名前 都道府県

1 池田 俐音 茨城県 1 石塚 稜平 茨城県 1 伊勢 美月 北海道

2 池上 歩花 茨城県 2 國谷 奈央 茨城県 2 坂口 唯花 北海道

3 塚本 葵 茨城県 3 竹内 琴音 東京都 3 鈴木 風奏 北海道

4 笹島 綾菜 茨城県 4 阿曽 優凜 東京都 4 中村 由香 北海道

5 古屋 風花 茨城県 5 横田 京 東京都 5 田畑 諒 栃木県

6 蛯原 優月 茨城県 6 久米 陽菜乃 神奈川県 6 黒澤 葵 東京都

7 髙城 あかり 茨城県 7 田所 愛菜 岐阜県 7 佐藤 美和 東京都

8 石津 愛来 茨城県 8 阪之下 将人 岐阜県

9 高佐 流音 茨城県 9 木村 菜維 静岡県

10 宮渕 はな 茨城県 10 倉田 奈弥 静岡県

11 宮本 夢乃 茨城県 11 鈴木 佳奈 静岡県

12 村山 汀 茨城県 12 入口 輝 大阪府

13 小島海音 栃木県 13 小山 尋貴 大阪府

14 佐藤 生都 埼玉県 14 中覀 麻友 和歌山県

15 牧野 加奈 東京都 15 和田 愛華 和歌山県

16 弓田 拓己 東京都 16 小野塚 みずか 岡山県

17 勝 智子 東京都 17 竹林 藍美 岡山県

18 栗山 紗稀 東京都 18 矢本 響生 岡山県

19 小林 久怜愛 新潟県 19 横川 悠稀 岡山県

20 一ノ瀬 唯斗 新潟県 20 石川 瑠唯 福岡県

21 安藝 道真 大阪府 21 石橋 綾華 福岡県

22 岡本 真依 大阪府

23 片岡 拓望 大阪府

24 岸原 唯人 大阪府

25 松浪 琉那 大阪府

26 山田 悠人 大阪府

27 大内 環奈 大阪府

28 川上 実莉 大阪府

29 佐野 来弥 大阪府

30 道本 栞奈 大阪府

31 谷所 翼 和歌山県

32 仁木 愛里 和歌山県

33 酒井 聖愛莉彩 和歌山県

34 西 世愛 和歌山県

35 小川 隼久 和歌山県

36 奥  蓮大 和歌山県

37 小畑 みらい 和歌山県

38 中村 瞳見 和歌山県

一般財団法人防災教育推進協会

2016年度ジュニア防災検定　成績優秀賞　受賞者一覧

成績優秀賞（初級） 成績優秀賞（中級） 成績優秀賞（上級）



NO 名前 都道府県 NO 名前 都道府県 NO 名前 都道府県

1 村松 礼奈 茨城県 1 國谷 奈央 茨城県 1 川本 真由 北海道

2 池田 俐音 茨城県 2 佐藤 蘭丸 東京都 2 髙野 紗瑛子 北海道

3 川崎 稜馬 茨城県 3 髙草木 美帆 東京都 3 早田 愛未 北海道

4 小泉優希 茨城県 4 梅澤 由梧 東京都 4 三浦  良輝 北海道

5 矢﨑悠真 茨城県 5 渋木 謙進 東京都 5 荒木 人士也 栃木県

6 永長 悠多 茨城県 6 原田 奏太郎 神奈川県 6 小川 穂高 栃木県

7 藤﨑 聖也 茨城県 7 市塚 賢慈 神奈川県 7 藤生 佳奈子 栃木県

8 鈴木愛渚 栃木県 8 矢部 雄真 神奈川県 8 近藤 沙千花 東京都

9 田澤 こころ 東京都 9 德重 宏康 神奈川県 9 畑中 優奈 東京都

10 神治 結季 東京都 10 中川 菜月 神奈川県 10 井口 麻緒 東京都

11 鈴木 柊 新潟県 11 洞口 夏実 神奈川県 11 佐々木 彩乃 東京都

12 遠藤 瑠果 新潟県 12 土屋 美結 岐阜県 12 安田 友梨奈 東京都

13 松田 龍弥 京都府 13 林下 遥 岐阜県 13 宮田 羽菜子 東京都

14 津田 心未 大阪府 14 勝又 美南 静岡県 14 棟方 涼帆 東京都

15 山本 一護 大阪府 15 松下 智早 静岡県 15 阿部 悠花 東京都

16 三品 勇人 大阪府 16 野田 晃司 大阪府 16 入内島 郁 東京都

17 烏光 優奈 大阪府 17 石部  詩羽 大阪府 17 佐藤 美和 東京都

18 合田 奈央 大阪府 18 池田 愛月 大阪府 18 髙崎 晴菜 東京都

19 玉牧 莉奈 大阪府 19 辻 ゆりか 大阪府 19 近藤 悠人 東京都

20 中谷 容子 大阪府 20 田中 仁海 大阪府 20 佐藤 裕紀 東京都

21 南 璃玖人 大阪府 21 八原  鈴 福岡県 21 若月 フレディ賢 東京都

22 峯 史桜 大阪府 22 井上　麻央 福岡県 22 德永 眞子 東京都

23 峯 史龍 大阪府 23 後藤 理央 神奈川県

24 坂本 悠隼 大阪府 24 佐藤 萌々花 静岡県

25 五十嵐 花穏 大阪府 25 白尾 真珠 静岡県

26 池上 ゆず 大阪府 26 松江 ガブリエリ 静岡県

27 岩田 真唯 大阪府 27 太田 ほの香 静岡県

28 垣内 星海 和歌山県 28 熊本 愛 静岡県

29 福田 真央 和歌山県 29 西原 恵利依 大阪府

30 岡村 夏祁 和歌山県

31 南 沙耶花 和歌山県

32 芦谷 美沙希 和歌山県

33 酒井 聖愛莉彩 和歌山県

34 阿部 夏実 和歌山県

35 竹田 颯馬 和歌山県

36 小畑 みらい 和歌山県

37 中村 瞳見 和歌山県

38 石橋 明里 和歌山県

39 小原 大輝 和歌山県

40 竹中 夢唯 和歌山県

41 藤村 愛梨 岡山県

42 難波 侑生 広島県

一般財団法人防災教育推進協会

家族防災特別賞（初級） 家族防災特別賞（中級） 家族防災特別賞（上級）

2016年度ジュニア防災検定　家族防災特別賞　受賞者一覧



NO 名前 都道府県 NO 名前 都道府県 NO 名前 都道府県

1 長濵 鴻緒 茨城県 1 石井 昴星 茨城県 1 大塚 駿介 栃木県

2 廣田 留唯 茨城県 2 太田 仁 茨城県 2 小川 穂高 栃木県

3 坂本 梨緒 茨城県 3 笹川 知花 茨城県 3 森 ひなた 栃木県

4 笹島 綾菜 茨城県 4 上村 美咲 岐阜県 4 横田 菜々子 栃木県

5 髙城 あかり 茨城県 5 田所 愛菜 岐阜県 5 市川 駿太朗 東京都

6 幸田 唯丹 茨城県 6 國枝 愛夏 岐阜県 6 宮田 羽菜子 東京都

7 濵田 晴史 茨城県 7 鈴木 佳奈 静岡県 7 渡邊 愛果 東京都

8 石津 愛来 茨城県 8 德田 沙穂 静岡県 8 関口 真生 東京都

9 宮原 史弥 茨城県 9 中野 七美 静岡県 9 潮木 小菊 東京都

10 宮渕 はな 茨城県 10 野田 晃司 大阪府 10 黒澤 葵 東京都

11 宮本 夢乃 茨城県 11 尾髙 稔梨 大阪府 11 小峰 結 東京都

12 小川 晴都 新潟県 12 今 涼香 大阪府 12 高橋 智子 東京都

13 一ノ瀬 唯斗 新潟県 13 島村 賢治 大阪府 13 德永 眞子 東京都

14 川嶋 葵 新潟県 14 長瀬 莉々奈 大阪府

15 泉屋 咲希 大阪府 15 廣瀬 光陽 大阪府

16 久堀 喜子 大阪府 16 小山 尋貴 大阪府

17 稲田 杏 大阪府 17 大江 優花 和歌山県

18 長井 彰汰 大阪府 18 松石 さくら 岡山県

19 柳沢 華乃 大阪府 19 足立 凪彩 福岡県

20 川上 実莉 大阪府 20 阿部 航大 福岡県

21 裏田 汐音 大阪府 21 八原  鈴 福岡県

22 垣内 星海 和歌山県

23 田並 祐花 和歌山県

24 福田 真央 和歌山県

25 山口 穂乃実 和歌山県

26 藤村 愛梨 岡山県

一般財団法人防災教育推進協会

2016年度ジュニア防災検定　防災自由研究優秀賞　受賞者一覧

防災自由研究優秀賞（初級） 防災自由研究優秀賞（中級） 防災自由研究優秀賞（上級）



NO 都道府県

1 茨城県

2 東京都

3 和歌山県

4 和歌山県

5 和歌山県

6 和歌山県

7 和歌山県

NO 都道府県

1 岐阜県

2 和歌山県

3 和歌山県

NO 都道府県

1 北海道

2 北海道

3 北海道

4 東京都

5 東京都

6 東京都

7 静岡県

8 静岡県

9 静岡県

10 静岡県

一般財団法人防災教育推進協会

名前

防災活動「避難所運営ゲーム」

防災レポート「災害について～その時の対処法～」

串本町立古座小学校4年生

串本町立西向小学校4年生

串本町立西向小学校4年生

広川町立南広小学校4年生

各務原市立那加第三小学校6年生

名前

広川町立広小学校4年生全員

作品

名前 作品

防災レポート「食べもの・防災グッズ集」

防災マップ「那加三校区防災マップ」

防災壁新聞「津浪祭り」

防災標語「梧陵魂　受け継ごう」

防災壁新聞「熊本地震」

防災ポスター「1秒でも早い避難」

防災レポート「災害救助犬」

防災自由研究優秀賞（上級）

立命館慶祥中学校1年生

日出中学校3年生

荒川区立南千住宇第二中学校2年生

荒川区立南千住宇第二中学校2年生

札幌日本大学中学校1年生

広川町立広小学校6年生

広川町立南広小学校6年生全員

立命館慶祥中学校1年生

2016年度ジュニア防災検定　防災自由研究優秀賞　受賞者一覧

（グループ部門）

防災自由研究優秀賞（初級）

防災自由研究優秀賞（中級）

作品

防災新聞「あなたのペットをたすけます」

防災マップ「安全安心マップ」

防災マップ「1秒でも1mでも早く高く」

防災新聞「みんなの避難所探し」

防災新聞「学校がひなん所」

防災マップ新聞

防災新聞「びっくり新聞」

稲敷市立古渡小学校5年生

荒川区立尾久西小学校ジュニア防災クラブ

日本大学三島中学校2年生全員

浜松市立庄内中学校2年生

浜松市立庄内中学校2年生

浜松市立江南中学校3年生

防災活動「自分たちより小さい子どもに伝える」

防災マップ「舘山寺南防災マップ」

防災マップ「東防塚防災マップ」

防災レポート「防災グッズ」



【受賞理由】

　ＮＨＫ番組「ブラタモリ」は、防災の重要性を深く認識し、防災への理解促進に大きく貢献している。

一般財団法人防災教育推進協会

2016年度ジュニア防災検定　防災教育推進協会特別賞　受賞者

ＮＨＫエンターテインメント番組部 　「ブラタモリ」殿


