
第 7回ジュニア防災検定・防災検定表彰式 

 

３月２９日にホテル東京ガーデンパレスで開催を予定しておりました第７回ジュニア防

災検定・防災検定表彰式は、新コロナウイルス感染防止のために中止と致しました。 

そのため、今年度は当協会のホームページ上で、成績優秀者や自治体表彰、企業・団体表

彰、学校表彰を紹介いたします。 

 

 

【１】自治体表彰 

  

   京都府宇治田原町 

 

   大阪府河南町教育委員会 

 

   神奈川県大和市少年消防団 

 

【２】学校特別賞 

 

   日本大学豊山女子中学校 

 

【３】企業・団体特別賞 

 

   岡山トヨタ自動車株式会社 

  

   株式会社ダイイチ 

 

【４】協会特別賞 

 

   神奈川新聞社 連載「減災新聞」 

 

   札幌日本大学高等学校 1年 桐越航 

 

   北海道札幌国際情報高校２年 井戸静星 

                            



小橋 栞那 倉敷市立郷内小学校２年 岡山 翠良 泉佐野市立北中小学校４年

宮本 智帆 上牧町立上牧小学校３年 林 鼓太朗 広川町立広小学校４年

山脇 茉桜 上牧町立上牧小学校３年 林 瑠歌 広川町立広小学校４年

押柄 凛太郎 倉敷市立玉島小学校４年 吉田 夢芽 広川町立広小学校４年

石澤 美咲 泉佐野市立第二小学校４年 川口 遙斗 広川町立南広小学校４年

柏原 歩美 泉佐野市立第二小学校４年 平井 巴菜 広川町立南広小学校４年

米澤 茉耶 泉佐野市立第二小学校４年 山﨑 優衣 広川町立南広小学校４年

伊藤 光優 泉佐野市立第二小学校４年 大浦 叶夢 湯浅町立田村小学校４年

植田 理恵 泉佐野市立日新小学校４年 大浦 陽詩 湯浅町立田村小学校４年

岡本 梨杏 泉佐野市立日新小学校４年 谷口 裕真 串本町立潮岬小学校４年

初田 幸大 泉佐野市立日新小学校４年 北井 由良音 荒川区立尾久西小学校４年

保科 源治 泉佐野市立日新小学校４年 松田 晃穂 宇治田原町立宇治田原小学校５年

目出 亜睦 泉佐野市立日新小学校４年 石毛 菜々美 稲敷市立あずま西小学校５年

佐藤 大河 泉佐野市立日新小学校４年 内田 咲太朗 稲敷市立あずま西小学校５年

関井 隆太 泉佐野市立日新小学校４年 細田 麗翔 稲敷市立あずま西小学校５年

阿部 乃彩 泉佐野市立日根野小学校４年 松田 光桜 稲敷市立あずま西小学校５年

上江 陽菜 泉佐野市立日根野小学校４年 松野 笑寧 稲敷市立あずま西小学校５年

久堀 帆夏 泉佐野市立日根野小学校４年 宮田 恋 稲敷市立あずま西小学校５年

簗瀬 咲希 泉佐野市立日根野小学校４年 坂本 栞菜 稲敷市立あずま東小学校５年

川瀬 華凜 泉佐野市立日根野小学校４年 根本 彩心 稲敷市立あずま東小学校５年

北村 歩積 泉佐野市立日根野小学校４年 村松 瑞季 稲敷市立あずま東小学校５年

鮫島 大空 泉佐野市立日根野小学校４年 栗又 奏瑠 稲敷市立あずま東小学校５年

辻 琴菜 泉佐野市立日根野小学校４年 椿 瑠希 稲敷市立あずま東小学校５年

山田 瑞希 泉佐野市立日根野小学校４年 山中 志穂 稲敷市立あずま北小学校５年

河島 隆之介 泉佐野市立日根野小学校４年 吉田 響介 稲敷市立高田小学校５年

古谷 龍馬 泉佐野市立日根野小学校４年 根本 珠伎 稲敷市立古渡小学校５年

東 大賀 泉佐野市立中央小学校４年 久松 由奈 稲敷市立古渡小学校５年

本村 東磨 泉佐野市立中央小学校４年 岡野 弥代生 稲敷市立阿波小学校５年

上野 愛実 泉佐野市立中央小学校４年 栗山 瑞生 稲敷市立沼里小学校５年

髙橋 桜 泉佐野市立大木小学校４年 吉田 百伽 稲敷市立沼里小学校５年

南河 直志 泉佐野市立大木小学校４年 小林 奏空 稲敷市立江戸崎小学校５年

酒井 欧太郎 泉佐野市立上之郷小学校４年 福田 蒼真 稲敷市立江戸崎小学校５年

武田 隆之介 泉佐野市立上之郷小学校４年 亀岡 咲杜 各務原市立那加第一小学校６年

濵内 歩乃華 泉佐野市立上之郷小学校４年 小林 海心 各務原市立那加第二小学校６年

昼馬 唯花 泉佐野市立上之郷小学校４年 西𦚰 優花 各務原市立陵南小学校６年

家治 和花 泉佐野市立末広小学校４年 松尾 果南 各務原市立各務小学校６年

黒川 愛稀 泉佐野市立末広小学校４年 中島 煌太 各務原市立蘇原第一小学校６年

坂本 渉馬 泉佐野市立第三小学校４年 水越 彩瑛 各務原市立蘇原第二小学校６年

中森 奈那 泉佐野市立第三小学校４年 小原 慶大 各務原市立稲羽西小学校６年

岩﨑 亮悠 泉佐野市立佐野台小学校４年 土井 虎鉄 各務原市立稲羽西小学校６年

川上 豊佳 泉佐野市立佐野台小学校４年 山田 泰輝 各務原市立川島小学校６年

水取 紗希 泉佐野市立佐野台小学校４年 高橋 遼 目黒区立五本木小学校６年

岸原 美波 泉佐野市立長南小学校４年 浅井 智治 目黒区立五本木小学校６年

桝屋 隼人 泉佐野市立長南小学校４年 山本 すばる 目黒区立五本木小学校６年

【家族防災特別賞（初級）】

ジュニア防災検定



赤津 千種 海南市立亀川小学校５年 宮本 遥菜 日本大学中学校１年

大渕 絢慎 いわき市立泉小学校５年 猪谷 瑠奈 日本大学中学校１年

西村 朋花 八代市立鏡小学校６年 岡村 滉大 日本大学中学校１年

林 大翔 広川町立広小学校６年 鮫島 美礼 日本大学中学校１年

古川 太貴 広川町立広小学校６年 山田 琴叶 日本大学中学校１年

湯津 龍希弥 広川町立広小学校６年 野間 加恋 日本大学中学校１年

福島 瞳花 広川町立広小学校６年 堀江 清太 日本大学中学校１年

西川 心花 広川町立南広小学校６年 白川 碧海 日本大学中学校１年

田並 祐花 海南市立大東小学校６年 飯島 瑛太 日本大学豊山中学校１年

田中 翼 荒川区立汐入小学校６年 石丸 怜生 日本大学豊山中学校１年

三宅 涼輔 和気町立和気中学校１年 高橋 利成 日本大学豊山中学校１年

戸田 侑成 和気町立和気中学校１年 田中 要多 日本大学豊山中学校１年

岡本 こころ 和気町立和気中学校１年 宮宗 拓音 日本大学豊山中学校１年

柴田 陽真 和気町立和気中学校１年 荻原 悠里 日本大学豊山中学校１年

延藤 心咲 和気町立和気中学校１年 木南 璃一 日本大学豊山中学校１年

早瀬 小菊 和気町立和気中学校１年 小峰 千耀 日本大学豊山中学校１年

福林 芽依 湯浅町立湯浅中学校１年 長谷部 如 日本大学豊山女子中学校１年

大浦 璃久 湯浅町立湯浅中学校１年 松本 悠 日本大学豊山女子中学校１年

秋山 頌之 清風学園 清風中学校１年 吉田 有里 日本大学豊山女子中学校１年

佐々木 貴彬 清風学園 清風中学校１年 笹部 真衣 日本大学豊山女子中学校１年

髙内 悠大 清風学園 清風中学校１年 尾上 栞理 土浦日本大学中等教育学校１年

中井 龍之介 清風学園 清風中学校１年 橋本 瑠衣 土浦日本大学中等教育学校１年

山本 碧杜 浜松市立曳馬中学校１年 遠藤 そら 土浦日本大学中等教育学校１年

小川 康恵 浜松市立曳馬中学校１年 福原 瑠海 土浦日本大学中等教育学校１年

菅沼 咲妃 浜松市立曳馬中学校１年 若山 和泉 札幌日本大学中学校１年

山中 柚葉 浜松市立曳馬中学校１年 大八木 啓翔 札幌日本大学中学校１年

畑中 美咲 浜松市立曳馬中学校１年 増永 万莉菜 河南町立中学校２年

山田 聖人 浜松市立庄内中学校１年 奥野 魁 河南町立中学校２年

山田 愛莉 浜松市立庄内中学校１年 新田 乃々葉 河南町立中学校２年

脇屋 佳歩 大和市立大和中学校１年 髙木 孝太郎 河南町立中学校２年

嘉藤 紀乃 大和市立つきみ野中学校１年 長谷川 陽彩 河南町立中学校２年
杉谷 藍衣 和光学園 和光中学校１年

森 和音 荒川区立第三中学校１年 家田 まひな 目黒区立目黒中央中学校２年

平野 結人 荒川区立第三中学校１年 大野 宗哲 目黒区立目黒中央中学校２年

瀧 唯斗 大和市立南林間中学校２年 佐藤 雄一 目黒区立目黒中央中学校２年

菅 咲良 座間市立西中学校２年 木原 愛実 目黒区立目黒中央中学校２年

野上 碧 座間市立西中学校２年 工藤 結良 目黒区立目黒中央中学校２年

関根 康太 座間市立西中学校２年 横田 樹 荒川区立南千住第二中学校２年

依田 優菜 座間市立西中学校２年 山中 秀哉 荒川区立南千住第二中学校２年

中野 美雪 座間市立西中学校２年 飯塚 愛莉 日本大学藤沢中学校３年

永井 瑛稀 富山市立新庄中学校２年 佐々木 香帆 日本大学藤沢中学校３年

永井 創稀 富山市立新庄中学校２年 松下 紗蘭 日本大学藤沢中学校３年

田端 仁英 目黒区立目黒中央中学校２年 徳島 裕次郎 日本大学豊山中学校３年

【家族防災特別賞（中級）】

【家族防災特別賞（上級）】



中澤 昂大 目黒区立目黒中央中学校２年 友重 雄太 日本大学豊山中学校３年

丸橋 彩花 目黒区立目黒中央中学校２年 諸喜田 凜 日本大学豊山中学校３年



長尾 芽依 氷川町立竜北西部小学校４年 渡貫 來龍 吉川市立北谷小学校５年

川端 美穂 海南市立大東小学校４年 黒田 ひめの 稲敷市立あずま東小学校５年

丹野 遼来 串本町立串本西小学校４年 畑村 望々華 稲敷市立新利根小学校５年

植山 紗妃 泉佐野市立上之郷小学校４年 諸岡 ひなた 稲敷市立新利根小学校５年

大山 和奏 泉佐野市立長坂小学校４年 根本 心彩 稲敷市立阿波小学校５年

大東 栞和 泉佐野市立日新小学校４年 滝田 鈴 郡山市立行健小学校５年

出口 紗彩 泉佐野市立日根野小学校４年 永谷 航世 各務原市立那加第二小学校６年

花房 芽依 泉佐野市立日根野小学校４年 伊藤 帆香 各務原市立那加第二小学校６年

矢倉 世菜 泉佐野市立日根野小学校４年 藤田 優奈 各務原市立那加第三小学校６年

平島 悠佳 泉佐野市立日根野小学校４年 田所 愛望 各務原市立尾崎小学校６年

岡崎 南心 岡山市立福浜小学校５年 杉原 瑛大 各務原市立緑苑小学校６年

松井 蓮 富山市立呉羽小学校５年 柏尾 安紗子 目黒区立五本木小学校６年

須藤 姫夏 矢吹町立善郷小学校６年 加賀 将真 日本大学豊山中学校１年

行本 和真 和気町立佐伯中学校１年 野口 文寛 日本大学豊山中学校１年

濵井 李音 湯浅町立湯浅中学校１年 佐藤 絢太 日本大学豊山中学校１年

𠮷野 暖 湯浅町立湯浅中学校１年 桑原 名悠太 日本大学豊山中学校１年

田川 初希 湯浅町立湯浅中学校１年 谷口 心海 日本大学豊山中学校１年

角谷 真武 清風学園　清風中学校１年 西村 尚 日本大学豊山中学校１年

青木 良太朗 清風学園　清風中学校１年 石井 美名 日本大学豊山女子中学校１年

吉﨑 士人 清風学園　清風中学校１年 海野 葵 日本大学豊山女子中学校１年

藤田 大地 清風学園　清風中学校１年 大石 陽葵 日本大学豊山女子中学校１年

辻尾 頼俊 清風学園　清風中学校１年 銭場 琉愛 日本大学豊山女子中学校１年

寺井 馨 清風学園　清風中学校１年 大石 みらい 日本大学豊山女子中学校１年

今原 総一郎 浜松市立曳馬中学校１年 小笠原 桃香 日本大学豊山女子中学校１年

二橋 萌維 浜松市立曳馬中学校１年 谷井 萌音 日本大学豊山女子中学校１年

髙田 周 浜松市立曳馬中学校１年 徳山 由真 荒川区立第一中学校１年

鈴木 陽葉里 浜松市立曳馬中学校１年 上野 悠人 荒川区立第九中学校１年

山本 健太郎 日本大学中学校１年 髙野 隆之介 札幌日本大学中学校１年

佐藤 倖希 日本大学中学校１年 小西 湖心 札幌日本大学中学校１年

井嶋 月子 日本大学中学校１年 新藤 花 札幌日本大学中学校１年

島袋 匠 日本大学中学校１年 佐藤 友結 札幌日本大学中学校１年

鱒渕 拓海 日本大学豊山中学校１年

丹野 悠飛 串本町立串本西小学校６年 齊田 季子 日本大学藤沢中学校３年

湯澤 希心 荒川区立第七中学校１年 本間 心温 日本大学藤沢中学校３年

戸張 瑛仁 吉川市立東中学校１年 坂井 壯 日本大学豊山中学校３年

磯谷 瑠奈 荒川区立諏訪台中学校２年 細川 一輝 日本大学豊山中学校３年

三井田 安優 荒川区立諏訪台中学校２年 鶴田 雅也 日本大学豊山中学校３年

宮川 智美 日本大学藤沢中学校３年 下平 晃輔 日本大学豊山中学校３年

森山 和香 日本大学藤沢中学校３年 笠原 誠 日本大学豊山中学校３年

太田 萌々奈 日本大学藤沢中学校３年

【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）】



防災壁新聞「防災グッズ」 広川町立南広小学校４年

防災壁新聞「津波のおそろしさ」 広川町立南広小学校４年

防災レポート「和気町と他の地域の取り組み」 和気町立和気中学校１年

防災レポート「備蓄品と持ち出し袋」 浜松市立庄内中学校１年

防災レポート「備蓄品について」 浜松市立庄内中学校１年

防災レポート「備蓄品と持ち出し袋」 浜松市立庄内中学校１年

防災レポート「避難バックと家具の固定」 浜松市立庄内中学校１年

防災マップ「火災時の避難マップ」 早稲田実業学校中等部１年

防災マップ「日常生活に溶け込んだ防災意識」 国分寺市立第一中学校２年

防災マップ「中学生が考える小中学生のためのマップ」 国分寺市立第二中学校２年

防災マップ「火災時の避難マップ」 早稲田実業学校中等部２年

【防災自由研究優秀賞・グループ部門（初級）】

【防災自由研究優秀賞・グループ部門（中級）】

【防災自由研究優秀賞・グループ部門（上級）】



田中 陽菜 広川町立南広小学校４年 横山 綾香 泉佐野市立北中小学校４年

岸本 羽叶 泉佐野市立長坂小学校４年 木戸 絢香 泉佐野市立日新小学校４年

野田 芽衣 泉佐野市立長坂小学校４年 高橋 李征 高岡市立戸出西部小学校４年

落合 志帆 泉佐野市立北中小学校４年 横田 尊 岡山市立福浜小学校５年

小餅谷 碧 泉佐野市立北中小学校４年 青木 琴 稲敷市立あずま北小学校５年

髙尾 快晴 泉佐野市立北中小学校４年 加藤 千花 稲敷市立あずま北小学校５年

道幸 翔天 泉佐野市立北中小学校４年 磯部 七菜花 目黒区立五本木小学校６年

中野 向日葵 泉佐野市立北中小学校４年 小川 桃花 目黒区立五本木小学校６年

中村 奏翔 泉佐野市立北中小学校４年 木嵜 玲暖 目黒区立五本木小学校６年

中村 有里 泉佐野市立北中小学校４年

佐藤 爽来 和気町立佐伯中学校１年 郡司 昊 日本大学中学校１年

戸塚 藍 国分寺市立第五中学校２年

【成績優秀賞（初級）】

【成績優秀賞（中級）】

【成績優秀賞（上級）】



畠中 大維 広川町立南広小学校４年 関 寧々果 富山市立呉羽小学校４年

花野 綺星 広川町立南広小学校４年 青木 真陽奈 稲敷市立浮島小学校５年

和田 慎之介 泉佐野市立日新小学校４年 伊藤 陸音 各務原市立那加第一小学校６年

桶谷 茉愛 泉佐野市立中央小学校４年 重盛 大虎 各務原市立那加第二小学校６年

緋田 花輔 岡山市立竜之口小学校６年 佐藤 汐乃果 浜松市立庄内中学校１年

六川 夏未 湯浅町立湯浅中学校１年 原田 航斗 浜松市立庄内中学校１年

森本 昊一郎 湯浅町立湯浅中学校１年 森元 綾乃 浜松市立庄内中学校１年

南 侑吾 清風学園　清風中学校１年 宮之原 穣 早稲田実業学校中等部１年

柳田 拓海 清風学園　清風中学校１年 原 隆介 日本大学豊山中学校１年

岡田 緋奈乃 浜松市立曳馬中学校１年 大塚 藍加 日本大学中学校１年

加藤 夢彩 浜松市立曳馬中学校１年 冨塚 春音 いわき市立湯本第一中学校２年

竹下 心乃 浜松市立曳馬中学校１年

松田 龍弥 宇治田原町立維孝館中学校１年 五郎丸 明音 日本大学藤沢中学校３年

豊田 かん奈 吉川市立東中学校１年 小谷野 耀基 佐野日本大学中等教育学校３年

古谷 えこ 泉佐野市立大木小学校４年 大井 春樹 高岡市立戸出東部小学校４年

家治 歩花 泉佐野市立末広小学校４年 根本 栞衣 稲敷市立あずま北小学校５年

安部 晶 泉佐野市立日新小学校４年 内田 樹里 目黒区立五本木小学校６年

植野 元唯 泉佐野市立北中小学校４年 三吉 智之 目黒区立五本木小学校６年

宮下 愛菜 泉佐野市立北中小学校４年

張 菫雯 日本大学中学校１年 小原 佑輝 日本大学中学校１年

佐藤 陽日 日本大学藤沢中学校３年 小笠原 拓真 日本大学豊山中学校３年

髙野 龍 広川町立南広小学校４年 髙西 咲妃 泉佐野市立中央小学校４年

塚田 華梨菜 広川町立南広小学校４年 友部 希咲 稲敷市立新利根小学校５年

山下 徳輝 広川町立南広小学校４年 都竹 美結 各務原市立那加第一小学校６年

松原 咲奏 串本町立串本小学校４年 杉村 羽乃 目黒区立五本木小学校６年

廣原 理心 泉佐野市立日根野小学校４年 滝沢 由羽 目黒区立五本木小学校６年

北村 健人 港区立港南小学校６年 佐藤 律太 荒川区立第九中学校１年

荒砂 亮太 和気町立和気中学校１年 伊東 磨希 早稲田実業学校中等部１年

中西 和花 和気町立和気中学校１年

岡田 優人 荒川区立第一中学校２年 後藤 なつめ 国分寺市立第二中学校２年

後藤 大翔 国分寺市立第一中学校２年 鈴木 晴夏 国分寺市立第二中学校２年

檜川 健太 国分寺市立第一中学校２年 野町 玲次 日本大学藤沢中学校３年

～ダブル受賞～  ※ダブル受賞の防災自由研究優秀賞には、グループ部門に入賞の方も含まれます。

【防災自由研究優秀賞・成績優秀賞（初級）】

【防災自由研究優秀賞・成績優秀賞（中級）】

【防災自由研究優秀賞・成績優秀賞（上級）】

【家族防災特別賞・防災自由研究優秀賞（初級）】

【家族防災特別賞・防災自由研究優秀賞（中級）】

【家族防災特別賞・防災自由研究優秀賞（上級）】

【家族防災特別賞・成績優秀賞（初級）】

【家族防災特別賞・成績優秀賞（中級）】

【家族防災特別賞・成績優秀賞（上級）】



松尾 一夫 岡山県 前岡 修允 岡山県

山﨑 和夫 岡山県 山中 慎吾 東京都

老川 絢子 東京都

【成績優秀賞（５級）】

【成績優秀賞（３級）】

防災検定


