
都道府県 名前 都道府県 名前 都道府県 名前

茨城県 遠藤 愛 神奈川県 青木 杏樹 埼玉県 中島 悟

茨城県 樋口 瑛璃奈 神奈川県 金田 梨世 東京都 江連 隆太

茨城県 宮本 柑菜 神奈川県 文字 葉月 東京都 奥野 愛弓

東京都 北村 健人 静岡県 坂田 恵凛　 東京都 小元 寿美

東京都 鈴木 司 静岡県 野呂 帆央　　 東京都 喜多 樹々葉

東京都 弓田 葵 和歌山県 小畑 みらい 東京都  工藤 汰朗

岐阜県 富田 陽翔 和歌山県 畠中 琉成 東京都 近藤 之恵

岐阜県 野室 結 東京都 下田 望友

大阪府 當 結衣 東京都 田中 千聖

大阪府 樫葉 美来 東京都 原 幸村

大阪府 川﨑 頼 神奈川県 青木 春花

大阪府 柴野 いずみ 神奈川県 長谷川 遙

大阪府 西 絢花 神奈川県 横山 大地

大阪府 西出 武琉 静岡県 中嶋 彩乃

大阪府 根来 翔大 和歌山県 仁木 愛里

大阪府 鋒山 優奈

大阪府 山岡 直樹

和歌山県 淺井 千景

和歌山県 池永 芽生

和歌山県 北原 侑芽

成績優秀賞（初級） 成績優秀賞（中級） 成績優秀賞（上級）

2018年度ジュニア防災検定　成績優秀賞　受賞者一覧

一般財団法人防災教育推進協会



都道府県 名前 都道府県 名前 都道府県 名前

茨城県 大谷 洋介 茨城県 小林 千華 埼玉県 中島 悟

茨城県 大槻 千和 茨城県 関川 萊夢 東京都 石山 瑠惟

茨城県 川村 優彩 茨城県 萩原 綾音 東京都 大塚 美智

茨城県 黒田 咲 茨城県 棟方 碧唯 東京都 加藤 里咲

茨城県 坂本 優希菜 茨城県 村井 志帆 東京都 川津 実織

茨城県 佐藤 遥香 埼玉県 中村 佑希 東京都 近藤 之恵

茨城県 白井 太陽 東京都 磯谷 瑠奈 東京都 作宮 結

茨城県 塚本 亮輔 東京都 金岡 陽 東京都 佐々木 将太

茨城県 根本 然生 東京都 小林 紗彩 東京都 清水 千尋

茨城県 野口 佳祐 東京都 篠崎 莉乃 東京都 杉本 祐音

茨城県 久松 哲 神奈川県 石原 花和子 東京都 鈴木 真絢

茨城県 ブンチュウ ナッタポン 神奈川県 鴨志田 稜 東京都 諏訪 翔士

茨城県 細田 夏々子 神奈川県 坂本 千太郎 東京都 関 祐希

茨城県 安田 真優 神奈川県 佐藤 汐莉 東京都 田中 洋充

東京都 勝山 夏帆 神奈川県 瀧 唯斗 東京都 服部 瀬奈

東京都 谷山 心優 神奈川県 吉田 和晃 東京都 藤田 結衣

東京都 弓田 葵 静岡県 加茂 瑞葉 東京都 本間 紗奈

岐阜県 今井 清香 静岡県 鈴木 優里菜 東京都 光丸 花菜

岐阜県 兼山 寛菜 静岡県 古橋 龍空 東京都 横山 利知

大阪府 猪尾 陽樹 静岡県 峯 凛女 東京都 米田 阿乎

大阪府 伊瀬 菜々美 大阪府 浅田 晴登 神奈川県 德重 宏康

大阪府 大野 璃子 大阪府 浦所 未歩 神奈川県 溝 緋那

大阪府 奥 菖悟 大阪府 柏木 貴仁 神奈川県 湯川 稔己

大阪府 笠原 凛羽 大阪府 辻井 大偉 静岡県 渥美 大地

大阪府 梶原 那月 大阪府 土井 悠暉　　 静岡県 佐藤 春怜

大阪府 上川 太寿 大阪府 西出 雄哉 静岡県 新村 緋菜

大阪府 河村 麻衣 大阪府 森井 繭子 静岡県 高田 絵梨

大阪府 木ノ元 舜真 大阪府 藥師神 瑛剛 静岡県 中出 安咲

大阪府 佐竹 もも 和歌山県 岡本 悠那 静岡県 宮本 愛生

大阪府 田中 優芽 和歌山県 柿本 愛衣

大阪府 土原 初音 和歌山県 竹中 夢唯

大阪府 西本 椿 和歌山県 中原 栞渚

大阪府 野妻 陽菜 和歌山県 前山 陽愛

大阪府 野村 悠花 岡山県 石野 文菜

大阪府 濱 夕凪 岡山県 金谷 真之

大阪府 廣田 咲翔 岡山県 津田 愛花

大阪府 南 翔葵 岡山県 宮下 樹

大阪府 室田 花穂理 岡山県 村井 結愛

大阪府 山中 希

大阪府 山本 優芽

和歌山県 岩﨑 寛大

和歌山県 北原 健慎

和歌山県 久保 実優

和歌山県 田並 彩花

和歌山県 中西 真莉

2018年度ジュニア防災検定　家族防災特別賞　受賞者一覧

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）

一般財団法人防災教育推進協会



都道府県 名前 都道府県 名前 都道府県 名前

茨城県 大谷 菜桜 埼玉県 豊田 かん奈 東京都 相田 千世

茨城県 岡野 莉央 埼玉県 野口 宙晄 東京都 石神 小百合

茨城県 黒田 悠加 東京都 會田 紘史 東京都 石田 花楓

茨城県 黒田 里瑚 東京都 磯谷 瑠奈 東京都 遠藤 駿喜

茨城県 近藤 愛里子 東京都 伊藤 環 東京都 奥野 愛弓

茨城県 坂本 叶愛 東京都 小川 雅人 東京都 小元 寿美

茨城県 篠田 杏花 東京都 兒嶋 友佳 東京都 喜多 樹々葉

茨城県 髙須 里奈 東京都 高矢 誠大 東京都 下田 望友

茨城県 濵田 麻仁 東京都 平野 詩 東京都 田中 千聖

茨城県 宮本 柑菜 神奈川県 大野 菜々美 神奈川県 青木 春花

茨城県 森村 玲香 神奈川県 坂田 夢叶 神奈川県 石澤 希夏

茨城県 栁町 滉 神奈川県 原田 智博 神奈川県 久保田 彩

東京都 北村 健人 神奈川県 古屋 花楓 神奈川県 武次 美月

滋賀県 藤井 孝太朗 神奈川県 宮崎 明莉 神奈川県 田中 涼子

岐阜県 國定 花帆 静岡県 紅林 真桜 神奈川県 韮塚 奏羽

岐阜県 財津 歩佳 静岡県 松下 舞 神奈川県 横山 大地

岐阜県 進藤 妃奈乃 大阪府 加藤 実乃里 静岡県 中嶋 彩乃

岐阜県 富田 陽翔 大阪府 坂本 陽美

岐阜県 野室 結 大阪府 松葉 綾香

岐阜県 林 香穂 和歌山県 田並 祐花

岐阜県 古田 梓紗 和歌山県 丹野 悠飛

岐阜県 真野 華穂 和歌山県 中谷 未侑

大阪府 當 結衣 岡山県 村井 結愛

大阪府 市原 修

大阪府 北庄司 奏

大阪府 佐竹 もも

大阪府 貞末 悠希

大阪府 柴野 いずみ

大阪府 芝野 なぎさ

大阪府 鈴木 七虹

大阪府 髙田 紗英

大阪府 西 絢花

大阪府 西出 武琉

大阪府 西本 椿

大阪府 濱 夕凪

大阪府 鋒山 優奈

大阪府 峰松 美空

和歌山県 淺井 千景

和歌山県 荻野 恵

和歌山県 北原 侑芽

和歌山県 田並 彩花

和歌山県 田伏 悠

和歌山県 芳賀 小桜

岡山県 森 由希

2018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）

一般財団法人防災教育推進協会



都道府県

大阪府 泉佐野市立第二小学校４年生

大阪府

大阪府

大阪府

和歌山県

都道府県

東京都

東京都

静岡県

静岡県

静岡県

静岡県

和歌山県

都道府県

東京都

東京都

静岡県

防災自由研究優秀賞（上級）

一般財団法人防災教育推進協会

名前

国分寺市立第二中学校２年生

国分寺市立第四中学校２年生

荒川区立第九中学校２・３年生

作品

防災レポート「防災面で自立しよう」

防災レポート「私たちにできること」

防災新聞「荒川区立第九中学校　防災部　防災新聞」

防災壁新聞「静岡県に被害を及ぼした災害」

防災壁新聞「交通パニック」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

防災壁新聞「二次災害の火災について」

防災レポート「防災面で自立しよう」

防災レポート「私たちにできること」

浜松市立雄踏中学校１年生

浜松市立雄踏中学校１年生

浜松市立雄踏中学校１年生

国分寺市立第二中学校１年生

国分寺市立第四中学校１年生

防災自由研究優秀賞（初級）

名前 作品

広川町立広小学校６年生全員

浜松市立雄踏中学校１年生

防災壁新聞「こども梧陵ガイド」

防災壁新聞「水害の真相に迫る」

防災自由研究優秀賞（中級）

2018年度ジュニア防災検定　防災自由研究優秀賞（グループ部門）受賞一覧

名前

串本町立大島小学校４年生

泉佐野市立北中小学校４年生

泉佐野市立長南小学校４年生

泉佐野市立長南小学校４年生

作品

防災新聞「島内ひなん訓練新聞」

防災マップ「ハザードマップ　１コース・２コース・３コース」

防災マップ「４－１防災マップ」

防災新聞「津波と地震」

防災新聞「さいがいの事が分かる新聞」



　　【受賞理由】

　　　東日本大震災の記憶の風化を防ぎ、災害への備えの重要性を啓発するため、スマート

　　　フォン用アプリ「Yahoo！JAPAN」内にて、防災に必要な知識や能力を問う「全国統一

　　　防災模試」を昨年から期間限定で実施する取り組みをしている

　　【受賞理由】

　　　2008年のドラマ1stシリーズから10年の時を経て、ついに映画化された「コード・ブルー

　　　‐ドクターヘリ緊急救命‐」は、災害・医療現場で活躍する人たちの姿を描き、命の

　　　尊さや災害の恐さを伝えることに寄与した映画である
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2018年度ジュニア防災検定　防災教育推進協会特別賞　受賞者

ヤフー株式会社殿

劇場版コード・ブルー‐ドクターヘリ緊急救命‐


