
NO 名前 都道府県 NO 名前 都道府県 NO 名前 都道府県
1 筒井 琳南 茨城県 1 井上 広夢                栃木県 52 岡本 葉月                大阪府

2 赤石 聖和                栃木県 2 齋藤 春香 栃木県 53 小倉 卓浩                大阪府

3 岡崎 紘平                栃木県 3 鈴木 美香 栃木県 54 越智 ほのか              大阪府

4 加藤 琉之助              栃木県 4 長嶋 美妃 栃木県 55 樫原 春乃                  大阪府

5 小島 碧                  栃木県 5 村山 栞理 栃木県 56 金子 峰々 大阪府

6 仙波 汐音                栃木県 6 宇田川 瑞穂 東京都 57 岸田 愛加                大阪府

7 田代 彩花                栃木県 7 宇野 愛美 東京都 58 木下 真緒                大阪府

8 富田 菜月                栃木県 8 大津 健行 東京都 59 儀満 光紀                大阪府

9 樋山 姫華                栃木県 9 小杉 遼                  東京都 60 栗岡 俊光                大阪府

10 宮川 新                  栃木県 10 須田 千晴 東京都 61 玄 彩夏                大阪府

11 清水 大地 埼玉県 11 原武 珠梨 東京都 62 越村 祐斗                大阪府

12 飴嶋 俊哉                東京都 12 藤田 遼太郎 東京都 63 近藤 龍樹                大阪府

13 雨宮 未宙 東京都 13 牧野 映美 東京都 64 坂本 美有                大阪府

14 枝吉 辰樹 東京都 14 宗像 玲奈 東京都 65 澤 陽花                大阪府

15 大野 真路                東京都 15 山口 賢汰                東京都 66 新崎 由貴                大阪府

16 小川 晃生 東京都 16 山下 彩輝 東京都 67 鈴木 玄                大阪府

17 金泉 朝飛                東京都 17 安齋 明日香              神奈川県 68 巽 智沙徳              大阪府

18 狩野 はるか              東京都 18 安藤 優里                神奈川県 69 出麹 恵大                大阪府

19 川瀬 至正 東京都 19 因 美樹                神奈川県 70 西原 里咲                大阪府

20 小林 亜弥 東京都 20 小川 あんず              神奈川県 71 春𠮷  豪                  大阪府

21 ジェンキンス エラ                東京都 21 尾島 理奈                神奈川県 72 藤田 政広                大阪府

22 鈴木 慧大 東京都 22 菊池 智編                神奈川県 73 卜半 敦子                大阪府

23 鈴木 翔太 東京都 23 久保 颯汰                神奈川県 74 堀本 道稔                大阪府

24 鈴木 貴大 東京都 24 黒田 真鈴                神奈川県 75 松井 匠実                大阪府

25 鈴木 樂々                東京都 25 肥塚 結莉                神奈川県 76 三浦 菜々子              大阪府

26 髙藤 玲央 東京都 26 齋藤 陸翔                神奈川県 77 宮野 稜大                大阪府

27 田村 優太                東京都 27 志村 将基                神奈川県 78 村上 裕一郎              大阪府

28 千葉 まどか 東京都 28 杉森 春奈                神奈川県 79 森田 吉就                大阪府

29 塚原 樹 東京都 29 関原 梨乃 神奈川県 80 守屋 智輝                大阪府

30 德永 眞子 東京都 30 瀬戸 慶伸                神奈川県 81 安松 泰幹                大阪府

31 戸高 應佑                東京都 31 髙野 遥楓                神奈川県 82 山﨑 翔一                大阪府

32 新津 三芙 東京都 32 田口 彩音 神奈川県 83 山田 和輝                大阪府

33 芳賀 恋柚姫 東京都 33 竹内 千恵                神奈川県 84 山本 湧也                大阪府

34 林 あいら              東京都 34 田中 小春                神奈川県 85 横田 直宏                大阪府

35 平山 芽衣 東京都 35 辻村 恵都 神奈川県 86 渡邊 早紀 大阪府

36 星野 宏岳                東京都 36 ドゥドゥク カン                神奈川県 87 秋山 美里                熊本県

37 山下 葵穂 東京都 37 二木 佑太                神奈川県 88 穴見 優果                熊本県

38 山下 雅優 東京都 38 林 良美                神奈川県 89 江藤 瑞姫                熊本県

39 ユズボヴァ アイラー            東京都 39 廣田 思穂                神奈川県 90 加藤 龍一                熊本県

40 宮﨑 百合 神奈川県 40 廣西 麗加                神奈川県 91 木島 雅                  熊本県

41 内村 桃子                大阪府 41 細川 奈々                神奈川県 92 木村 智広                熊本県

42 大原 虎之介                大阪府 42 三浦 杏南                神奈川県 93 清本 はな                熊本県

43 徐 太介                 大阪府 43 宮澤 咲也香              神奈川県 94 田中 伶弥                熊本県

44 杉田 怜                大阪府 44 回谷 和樹                神奈川県 95 田上 裕梨                熊本県

45 西川 拓実                大阪府 45 山田 龍太郎              神奈川県 96 寺本 彩華               熊本県

46 行村 晟                  神奈川県 97 萩原 海真          熊本県

47 吉江 都々姫              神奈川県 98 福田 万桜                熊本県

48 粟根 匠                  大阪府 99 真木 優希                熊本県

49 井端 桃                  大阪府 100 松下 汀                  熊本県

50 宇野 直樹                大阪府 101 山川 真祈                熊本県

51 大北 樹梨                大阪府
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NO 名前 都道府県 NO 名前 都道府県

1 高橋　一平 千葉県 1 永島秀弥 栃木県　　

2 德永　眞子 東京都 2 矢川　詞瑛 東京都

3 平山　芽衣 東京都 3 畑澤　愛花 神奈川県

4 坂上　大翔 大阪府 4 藤井綾乃 神奈川県

5 二宮　雅子 大阪府 5 金子　真也 三重県

6 樫原春乃 大阪府

7 三浦夏樹 大阪府

8 山﨑翔一 大阪府

9 海津　正裕 福岡県

NO 都道府県

1 東京都

NO 都道府県

1 防災マップ「安全を導く桃山防災マップ」 大阪府

2 壁新聞「防災についてのレポート」 福岡県

一般財団法人防災教育推進協会

壁新聞「日本・外国災害年表・防災グッズについて」港区立笄小学校4年生

芦屋町立芦屋中学校1年生

名前

桃山学院中学校1年生全員

作品

防災自由研究優秀賞（中級）

名前

防災自由研究優秀賞（初級） 防災自由研究優秀賞（中級）
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（グループ部門）

防災自由研究優秀賞（初級）

作品


