
第８回ジュニア防災検定・防災検定表彰式 

第８回ジュニア防災検定および防災検定において、各賞を受賞されたみなさま、誠におめ

でとうございます。 

本来ならば表彰式を開催するところですが、今年度の表彰式は、昨年に引き続き、新型コ

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、今年度も当協会のホームページ上で、ジュニア防災検定の家族防災特別賞・防

災自由研究優秀賞・成績優秀賞受賞者と、防災検定の成績優秀賞受賞者を紹介いたします。 

（令和 3 年 3 月２４日までに審査が終了した方を掲載しています） 

なおホームページに理事長からのメッセージ動画も載せておりますので、そちらもぜひ

ご覧いただければ幸いです。 

 

■ジュニア防災検定 

家族防災特別賞 

それぞれの家庭で、家の備えや家族同士の安否確認の方法など、防災について話し合った内

容をレポートにまとめてもらい、その中で特に評価の高かったレポートを書いたみなさん

に送られます。 

 

 防災自由研究優秀賞 

防災ポスターや新聞・作文など、防災をテーマに自由に調べたり、取り組んでもらったもの

の中で、特に優秀な作品を完成させたみなさんに送られます。 

 

 成績優秀賞 

家族防災会議レポート・防災自由研究・筆記試験を総合して成績が良かったみなさんに送ら

れます。 

 

■防災検定 

 成績優秀賞 

通常高校生以上を対象にした検定であり、筆記試験のみの検定です。特に点数の高かったみ

なさんに送られます。 



ジュニア防災検定 

【家族防災特別賞（初級）】 

安達 美穂 豊島区立南池袋小学校２年  川上 陽生 泉佐野市立上之郷小学校４年 

辻本 尊 広川町立広小学校４年  鈴木 寬友 泉佐野市立上之郷小学校４年 

丸山 由悟 広川町立広小学校４年  鈴村 涼華 泉佐野市立上之郷小学校４年 

柴田 みのり 広川町立南広小学校４年  土井川 甚吉 泉佐野市立上之郷小学校４年 

蔵野 真士 湯浅町立湯浅小学校４年  中道 柾翔 泉佐野市立上之郷小学校４年 

清水 太朗 湯浅町立湯浅小学校４年  南 陽葵 泉佐野市立上之郷小学校４年 

白井 謙伍 湯浅町立湯浅小学校４年  山下 結愛 泉佐野市立上之郷小学校４年 

山家 真央 湯浅町立湯浅小学校４年  鎌野 羽音 泉佐野市立末広小学校４年 

北山 華音 湯浅町立田栖川小学校４年  小森 茉白 泉佐野市立末広小学校４年 

小松 雅 湯浅町立田栖川小学校４年  髙野 克真 泉佐野市立末広小学校４年 

冨上 陽まり 湯浅町立田栖川小学校４年  山本 琢翔 泉佐野市立末広小学校４年 

栢原 翔一 泉佐野市立第一小学校４年  吉本 凌空 泉佐野市立末広小学校４年 

野崎 航大朗 泉佐野市立第一小学校４年  上久保 慧亮 泉佐野市立末広小学校４年 

木村 颯太 泉佐野市立第一小学校４年  新谷 勇仁 泉佐野市立末広小学校４年 

滝本 梓紗 泉佐野市立第一小学校４年  永石 朱莉 泉佐野市立末広小学校４年 

田端 夢侑 泉佐野市立第一小学校４年  前中 伯斗 泉佐野市立末広小学校４年 

萩野 紗千 泉佐野市立第一小学校４年  芝野 実咲 泉佐野市立長南小学校４年 

宮脇 茅那 泉佐野市立第一小学校４年  谷 優一翔 泉佐野市立長南小学校４年 

藏野 晴 泉佐野市立第二小学校４年  森本 詩菜 泉佐野市立佐野台小学校４年 

臼井 心泉 泉佐野市立第二小学校４年  山元 虹音 泉佐野市立佐野台小学校４年 

菰池 杏奈 泉佐野市立第二小学校４年  渡邊 衣織 泉佐野市立佐野台小学校４年 

長田 彩生 泉佐野市立第二小学校４年  籾山 大翔 泉佐野市立中央小学校４年 

𠮷田 莉唯 泉佐野市立第二小学校４年  曽根 千紗 泉佐野市立中央小学校４年 

山本 優菜 泉佐野市立第二小学校４年  大西 皐那 泉佐野市立中央小学校４年 

山本 菜結 泉佐野市立第二小学校４年  髙田 夢音 泉佐野市立中央小学校４年 

伊瀨 音矢 泉佐野市立第三小学校４年  末𠮷 花帆 泉佐野市立日新小学校４年 

坂本 茉理有 泉佐野市立第三小学校４年  平田 柚奈 泉佐野市立日新小学校４年 

野口 瑠那 泉佐野市立第三小学校４年  長安 恵美 泉佐野市立日新小学校４年 

松本 大輔 泉佐野市立第三小学校４年  古谷 柚希 泉佐野市立日新小学校４年 

葭田 逢未 泉佐野市立第三小学校４年  菊川 叶愛 泉佐野市立北中小学校４年 

上田 涼介 泉佐野市立日根野小学校４年 北野 蒼葉 泉佐野市立北中小学校４年 

串 日万莉 泉佐野市立日根野小学校４年 久保 佳愛 泉佐野市立北中小学校４年 

末武 愛結 泉佐野市立日根野小学校４年 藤原 心春 泉佐野市立北中小学校４年 

中 勇咲 泉佐野市立日根野小学校４年 松本 唯花 泉佐野市立北中小学校４年 

古川 駿太 泉佐野市立日根野小学校４年 石井 芭雪 泉佐野市立北中小学校４年 

相田 南朋 泉佐野市立上之郷小学校４年 花田 一眞 泉佐野市立北中小学校４年 

東 穂乃美 泉佐野市立上之郷小学校４年 宮原 麗愛 泉佐野市立北中小学校４年 

池本 陸人 泉佐野市立上之郷小学校４年 河野 寿珠 泉佐野市立大木小学校４年 



長谷川 綾香 座間市立相模が丘小学校４年 酒井 咲季 稲敷市立新利根小学校５年 

栁田 ひかり 座間市立相模が丘小学校４年 平井 泉妃 稲敷市立新利根小学校５年 

前田 武志 座間市立相模が丘小学校４年 相島 珀斗 稲敷市立新利根小学校５年 

土屋 優奈 荒川区立尾久西小学校４年  髙須 美海斗 稲敷市立あずま東小学校５年 

雑賀 諒 串本町立西向小学校５年  穂積 希映 稲敷市立あずま東小学校５年 

浜松 仁平 海南市立日方小学校５年  松田 侑菜 稲敷市立あずま東小学校５年 

佐々木 日子 目黒区立上目黒小学校５年  櫻井 陽仁 稲敷市立あずま西小学校５年 

堀江 心愛 荒川区立尾久西小学校５年  髙城 龍星 稲敷市立あずま西小学校５年 

山田 莉璃愛 稲敷市立高田小学校５年  山口 姫奈 稲敷市立あずま西小学校５年 

冬木 克 稲敷市立古渡小学校５年  髙須 瑠美那 稲敷市立浮島小学校５年 

坂本 悠太 稲敷市立江戸崎小学校５年  椿 礼衣  稲敷市立浮島小学校５年 

根本 梨愛 稲敷市立江戸崎小学校５年  宮本 彩花  稲敷市立浮島小学校５年 

村越 柊介 稲敷市立江戸崎小学校５年  山宮 航 目黒区立五本木小学校６年 

足立 悠人 稲敷市立新利根小学校５年  堤 智朗 目黒区立五本木小学校６年 

川島 彩愛 稲敷市立新利根小学校５年  村上 仁那 目黒区立五本木小学校６年 

近藤 亜優美 稲敷市立新利根小学校５年  村田 麗凪 目黒区立五本木小学校６年 
     

【家族防災特別賞（中級）】 

松原 咲奏 串本町立串本小学校５年  坂下 光斗 浜松市立雄踏中学校１年 

北井 由良音 荒川区立尾久西小学校５年  中村 夢彩 浜松市立雄踏中学校１年 

瀬尾 琉音介 広川町立広小学校６年  鳥居 芽紗 浜松市立雄踏中学校１年 

大西 芽依 広川町立広小学校６年  渥美 睦月 浜松市立雄踏中学校１年 

林 彩羽 広川町立広小学校６年  北野 花 浜松市立雄踏中学校１年 

丸山 小豊乃 広川町立広小学校６年  吉田 崚我 浜松市立雄踏中学校１年 

溝畑 知咲季 広川町立広小学校６年  小杉 太我 浜松市立曳馬中学校１年 

小原 宜真 広川町立南広小学校６年  溝辺 稜真 浜松市立曳馬中学校１年 

栗山 珠一 広川町立南広小学校６年  山﨑 悠愛 浜松市立曳馬中学校１年 

中山 和咲 広川町立南広小学校６年  山本 ゆり 浜松市立曳馬中学校１年 

弓田 葵 荒川区立尾久西小学校６年  鳥居 里桜 浜松市立曳馬中学校１年 

大月 遼 清風学園 清風中学校１年  中村 早織 浜松市立曳馬中学校１年 

長嶋 志龍 清風学園 清風中学校１年  大河内 美結 浜松市立曳馬中学校１年 

辻 健太郎 清風学園 清風中学校１年  朱 蕊 日本大学中学校１年 

林 航平 清風学園 清風中学校１年  谷野 寛征 日本大学中学校１年 

東山 士洋 清風学園 清風中学校１年  林 亮汰 日本大学中学校１年 

宮田 悠希 清風学園 清風中学校１年  石井 涼馬 日本大学中学校１年 

小西 寿里 清風学園 清風中学校１年  巽 一真 日本大学中学校１年 

西田 悠人 清風学園 清風中学校１年  馬場 俊 日本大学中学校１年 

三木 善瑛 清風学園 清風中学校１年  佐藤 友泉 日本大学中学校１年 

松田 知也 清風学園 清風中学校１年  加藤 杏音 日本大学中学校１年 

上谷 一真 清風学園 清風中学校１年  小林 歌里 荒川区立第一中学校１年 

牧田 佳斗 清風学園 清風中学校１年  篠田 悠音 土浦日本大学中等教育学校１年 



下川 満帆 土浦日本大学中等教育学校１年 間々田 奏 土浦日本大学中等教育学校１年 

庄司 理乃 土浦日本大学中等教育学校１年 髙田 花奈 浜松市立雄踏中学校２年 

中島 依愛 土浦日本大学中等教育学校１年 津田 廉大 浜松市立雄踏中学校２年 

冨金原 篤生 土浦日本大学中等教育学校１年 東 真緋 浜松市立雄踏中学校２年 

渡邉 華簾 土浦日本大学中等教育学校１年 大場 香依 浜松市立雄踏中学校２年 
     

【家族防災特別賞（上級）】 

緋田 花輔 岡山市立竜操中学校１年  池澤 明花 目黒区立目黒中央中学校２年 

池田 美帆 目黒区立目黒中央中学校２年 上野 詩栞 目黒区立目黒中央中学校２年 

中山 凱斗 目黒区立目黒中央中学校２年 佐々木 佳吾 目黒区立目黒中央中学校２年 

藤澤 雛 目黒区立目黒中央中学校２年 村上 天音 目黒区立目黒中央中学校２年 

安原 裕哉 目黒区立目黒中央中学校２年 前田 萌花 桐朋女子中学校２年 

山村 草葉 目黒区立目黒中央中学校２年 依田 和華穂 桐朋女子中学校２年 

渡邉 瑛人 目黒区立目黒中央中学校２年 後藤 里奈 桐朋女子中学校２年 

阿部 史佳 目黒区立目黒中央中学校２年 末兼 彩羽 桐朋女子中学校２年 

岩村 美沙 目黒区立目黒中央中学校２年 田中 実来 桐朋女子中学校２年 

大髙 かれん 目黒区立目黒中央中学校２年 豊澤 芽和 桐朋女子中学校２年 

川合 城司 目黒区立目黒中央中学校２年 中村 星南 浜松市立雄踏中学校３年 

黒坂 太一 目黒区立目黒中央中学校２年 古橋 龍空 浜松市立雄踏中学校３年 

越賀 桜子 目黒区立目黒中央中学校２年 坂田 恵凛 浜松市立雄踏中学校３年 

今野 美琴 目黒区立目黒中央中学校２年 内山 天心 浜松市立雄踏中学校３年 

森 祐一郎 目黒区立目黒中央中学校２年   

 



【防災自由研究優秀賞（初級）】 

辻 陽向 海南市立日方小学校４年  上遠野 優 泉佐野市立中央小学校４年 

宮本 洋輔 海南市立日方小学校４年  鎌倉 和夏菜 泉佐野市立中央小学校４年 

門林 咲良 広川町立広小学校４年  栗原 華音 目黒区立上目黒小学校５年 

木下 結衣 泉佐野市立第一小学校４年  黒沼 凛 稲敷市立あずま東小学校５年 

殿元 歌 泉佐野市立第二小学校４年  大原 萌愛 稲敷市立あずま東小学校５年 

松井 咲希 泉佐野市立第二小学校４年  飯塚 真生 稲敷市立あずま西小学校５年 

本願 優菜 泉佐野市立第二小学校４年  髙城 咲衣 稲敷市立あずま西小学校５年 

伊藤 鈴桜 泉佐野市立日根野小学校４年  永長 美春 稲敷市立あずま北小学校５年 

塔本 蒼士 泉佐野市立日根野小学校４年  坂本 ひなた 稲敷市立古渡小学校５年 

辻 久遠 泉佐野市立上之郷小学校４年  飯田 陽和莉 稲敷市立高田小学校５年 

野口 りん子 泉佐野市立長坂小学校４年  椎木 美優 稲敷市立新利根小学校５年 

塩谷 星愛 泉佐野市立長南小学校４年  川嶋 凜 稲敷市立新利根小学校５年 

松永 航太朗 泉佐野市立佐野台小学校４年  橋本 藍良 稲敷市立新利根小学校５年 
     

【防災自由研究優秀賞（中級）】 

川端 美穂 海南市立大東小学校５年  細谷 英菜 日本大学豊山女子中学校１年 

上田 桜子 広川町立広小学校６年  渡部 結衣 日本大学豊山女子中学校１年 

伊豆 彩沙 広川町立南広小学校６年  雨宮 光希 日本大学豊山女子中学校１年 

中谷 愛美 広川町立津木小学校６年  内山 紗藍 日本大学豊山女子中学校１年 

西田 成仁 清風学園 清風中学校１年  乙部 晴香 日本大学豊山女子中学校１年 

安藤 美結 浜松市立雄踏中学校１年  松元 珠代 日本大学豊山女子中学校１年 

森上 理乃 浜松市立曳馬中学校１年  山口 くるみ 日本大学豊山女子中学校１年 

井口 翔太 浜松市立曳馬中学校１年  茨木 智恵 荒川区立第一中学校１年 

國武 優希 浜松市立曳馬中学校１年  遠藤 潤喜 荒川区立第一中学校１年 

松柴 優衣 浜松市立曳馬中学校１年  五十嵐 美羽 土浦日本大学中等教育学校１年 

松本 彩夢 日本大学中学校１年  樋口 美來 土浦日本大学中等教育学校１年 

江田 舞衣 日本大学中学校１年  松田 あいり 土浦日本大学中等教育学校１年 

平野 洸太 日本大学中学校１年  新家 悠介 札幌日本大学中学校１年 

笠井 夏来 日本大学中学校１年  木村 玖伶杏 札幌日本大学中学校１年 

髙木 王智 日本大学中学校１年  須貝 蒼太 札幌日本大学中学校１年 

内田 佳邑 日本大学豊山女子中学校１年  舘野 里紗 札幌日本大学中学校１年 

神保 多真実 日本大学豊山女子中学校１年  谷野 小絵 札幌日本大学中学校１年 

矢島 愛花 日本大学豊山女子中学校１年  中島 美紀 浜松市立雄踏中学校２年 

鈴木 結惟 日本大学豊山女子中学校１年  浅井 千尋 浜松市立雄踏中学校２年 
     

【防災自由研究優秀賞（上級）】 

外崎 七海 桐朋女子中学校２年  佐藤 晴 桐朋女子中学校２年 

新井 ひかり 桐朋女子中学校２年  原田 都 桐朋女子中学校２年 

大久保 春香 桐朋女子中学校２年  根本 愛結 桐朋女子中学校２年 



村田 愛奈 荒川区立諏訪台中学校２年  杉本 千咲 浜松市立雄踏中学校３年 

冨塚 春音 いわき市立湯本第一中学校２年 鈴木 優里菜 浜松市立雄踏中学校３年 

芥川 凜 浜松市立雄踏中学校３年    

     

     

【防災自由研究優秀賞・グループ部門（初級）】 

防災壁新聞「災害ビックリ大ニュース」 広川町立南広小学校４年 

防災レポート「体育館のきけん」 座間市立相模が丘小学校４年 

防災レポート「中央ろう下げんかんのあぶないところ・安全なところ」 座間市立相模が丘小学校４年 

防災レポート「自治振興課への聞き取りを通して」 泉佐野市立第三小学校４年 

防災新聞「台風新聞」 稲敷市立江戸崎小学校５年 
     

【防災自由研究優秀賞・グループ部門（中級）】 

防災新聞「防災新聞 荒川九中 危険箇所マップ」 荒川区立第九中学校 １・２年生 
     

【防災自由研究優秀賞・グループ部門（上級）】 

防災レポート「身近な避難所を調べよう！」 防災研究クラブ メイカー班 

防災レポート「自然災害について」 荒川区立尾久八幡中学校１年 

防災新聞「防災新聞 荒川九中 危険箇所マップ」 荒川区立第九中学校 １・２年生 

防災レポート「防災学習 報告会」 学研教室 戸出東部教室 

 



【成績優秀賞（初級）】 

森 陽向子 広川町立南広小学校４年  日根野谷 果歩 泉佐野市立長南小学校４年 

堀内 凛乃 湯浅町立湯浅小学校４年  明貝 天翔 泉佐野市立大木小学校４年 

大谷 維吹 湯浅町立山田小学校４年  重田 紗央莉 座間市立相模が丘小学校４年 

殿元 友莉杏 泉佐野市立第一小学校４年  鈴木 太陽 座間市立相模が丘小学校４年 

新井 ふう 泉佐野市立第二小学校４年  山本 悠以 日野市立潤徳小学校４年 

増田 紫紅 泉佐野市立末広小学校４年  西村 心那 葛飾区立柴又小学校５年 

福間 梨莉 泉佐野市立長南小学校４年  渥美 多恵 目黒区立五本木小学校６年 

山内 瑠衣 泉佐野市立長南小学校４年  髙橋 唯 目黒区立五本木小学校６年 
     

【成績優秀賞（中級）】 

濵野 睦 広川町立南広小学校６年  小倉 萌叶 浜松市立曳馬中学校１年 

竹内 志帆 浜松市立曳馬中学校１年  林 蒼葉 浜松市立曳馬中学校１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。 

【家族防災特別賞・防災自由研究優秀賞（初級）】 

野﨑 百栞 海南市立日方小学校４年  佐藤 大雅 稲敷市立江戸崎小学校５年 

河内 琴実 泉佐野市立第三小学校４年  石津 月美 稲敷市立新利根小学校５年 

戸倉 暖歩 泉佐野市立第三小学校４年  小嶋 さくら 稲敷市立新利根小学校５年 

岡田 伊生 泉佐野市立中央小学校４年  坂狩 花蓮 目黒区立五本木小学校６年 

大竹 優生 座間市立相模が丘小学校４年 鎌田 栞 目黒区立五本木小学校６年 

松林 晴奏 座間市立相模が丘小学校４年   

     

【家族防災特別賞・成績優秀賞（初級）】 

秋山 尚史 岡山市立吉備小学校３年  春田 盟 泉佐野市立第三小学校４年 

太田 咲希 湯浅町立湯浅小学校４年  吉野 彩羽 泉佐野市立北中小学校４年 

吉田 和佳奈 湯浅町立湯浅小学校４年  澤田 空木 目黒区立上目黒小学校５年 

高岡 真紗希 泉佐野市立第一小学校４年  吉田 光騎 目黒区立上目黒小学校５年 

赤井 綾 泉佐野市立第一小学校４年  山本 教稔 稲敷市立新利根小学校５年 

新井 琉生 泉佐野市立第一小学校４年  渡邊 梨愛 稲敷市立高田小学校５年 

菅 佑樹 泉佐野市立第二小学校４年  鈴木 温  栃木市立岩舟小学校５年 

田中 真優 泉佐野市立第二小学校４年  石崎 絵理奈 目黒区立五本木小学校６年 

戸倉 暖歩 泉佐野市立第三小学校４年    

     

【防災自由研究優秀賞・成績優秀賞（初級）】 

魚谷 彩乃 泉佐野市立第一小学校４年  金井 結 稲敷市立あずま西小学校５年 

戸倉 暖歩 泉佐野市立第三小学校４年  藤﨑 雫 稲敷市立あずま西小学校５年 

寺本 みらい 泉佐野市立長坂小学校４年  粟野 愛深 稲敷市立あずま北小学校５年 

町谷 栞音 泉佐野市立長南小学校４年  吉田 苑子 稲敷市立あずま北小学校５年 

中内 美月 泉佐野市立中央小学校４年  髙橋 浬 稲敷市立江戸崎小学校５年 

安齋 優衣 座間市立相模が丘小学校４年 野澤 由依 稲敷市立江戸崎小学校５年 

古川 美咲 座間市立相模が丘小学校４年 山本 侑奈 稲敷市立新利根小学校５年 

河谷 芽生子 目黒区立上目黒小学校５年  渡邊 琉麿 稲敷市立古渡小学校５年 
     

【家族防災特別賞・防災自由研究優秀賞（中級）】 

鈴木 優菜 浜松市立曳馬中学校１年  宮坂 康汰 札幌日本大学中学校１年 

宮澤 夏妃 日本大学中学校１年    

     

【家族防災特別賞・成績優秀賞（中級）】 

岩﨑 寛大 広川町立広小学校６年  嶋尾 妃良 日本大学豊山女子中学校１年 

西川 采花 浜松市立曳馬中学校１年  高橋 美音 日本大学豊山女子中学校１年 



     

【防災自由研究優秀賞・成績優秀賞（中級）】 

久保 実優 広川町立南広小学校６年  渥美 はるか 浜松市立雄踏中学校２年 

飯田 結加 浜松市立雄踏中学校１年    

     

【家族防災特別賞・防災自由研究優秀賞（上級）】 

岡本 美郁 岡山市立西小学校５年  中谷 亘佑 防災研究クラブ メイカー班 中学３年 

塚越 羅彩 荒川区立尾久八幡中学校１年 米田 鈴花 高岡市立戸出中学校３年 

諏訪 樹奈 荒川区立尾久八幡中学校２年   

     

【家族防災特別賞・成績優秀賞（上級）】 

硲 沙織 桐朋女子中学校２年    

     

【防災自由研究優秀賞・成績優秀賞（上級）】 

岡野 陽依 桐朋女子中学校２年  加茂 瑞葉 浜松市立雄踏中学校３年 

佐藤 律太 荒川区立第九中学校２年  太田 桃花 高岡市立庄西中学校３年 

野沢 優那 浜松市立雄踏中学校３年    

 



防災検定 

【成績優秀賞（５級）】 

三宅 敬子 岡山県 
  

【成績優秀賞（３級）】 

山本 善隆 香川県 

道端 大武 香川県 

小林 百合子 香川県 

濱松 直樹 香川県 

中村 忠久 埼玉県 
  

【成績優秀賞（準２級）】 

木島 優太 クラーク記念国際高等学校 千葉キャンパス２年 

勝山 舞子 クラーク記念国際高等学校 千葉キャンパス２年 

向後 友斗 クラーク記念国際高等学校 千葉キャンパス２年 

津留 愛莉 クラーク記念国際高等学校 千葉キャンパス２年 

宮﨑 万梨菜 クラーク記念国際高等学校 千葉キャンパス２年 

内藤 勇雅 クラーク記念国際高等学校 千葉キャンパス３年 

須田 美桜 クラーク記念国際高等学校 千葉キャンパス３年 
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