
都道府県 名前 都道府県 名前 都道府県 名前

新潟県 上原 二葉 岩手県 足利 美空 宮城県 伊藤 桃香

栃木県 髙橋 花菜子 宮城県 大場 美沙季 宮城県 風間 有理恵

栃木県 渡辺 茜 新潟県 藤田 梢紘 宮城県 早坂 柊人

埼玉県 佐藤 萌心 栃木県 長田  泉 宮城県 藤本 奈央也

埼玉県 服部 優 栃木県 平澤 一華 宮城県 木村 優花

千葉県 浦中 友惟 茨城県 櫻井 歩美 宮城県 関井 理紗

千葉県 蒲島 ゆきの 埼玉県 一戸 拓未 宮城県 日野 彩優香

千葉県 橋本 彩花 東京都 吾妻 夏 栃木県 前出 裕亮

千葉県 横瀬 智也 東京都 大森 美憂 東京都 下瀬 美砂

東京都 秋保 花楠 東京都 佐藤  美咲 東京都 鈴木  彩愛

東京都 池上 美鈴 東京都 佐藤 裕紀 東京都 髙松  祐里

東京都 兼坂 太陽 東京都 関 理斗 東京都 見上 愛

東京都 小鳥田 開我 東京都 谷岡 紗衣 東京都 酒井 紀之

東京都 古場 薫子 東京都 松岡 沙彩 東京都 鳥羽 勇希

東京都 財満 達矢 神奈川県 足利谷 真由 東京都 橋本 義久

東京都 鈴木 七菜海 神奈川県 上田 遥南 東京都 増田 啓祐

東京都 鷲見 祐介 神奈川県 鎌倉 健祐 神奈川県 小野田 宗一郎

東京都 高嶺 里緒 神奈川県 木立 実里 愛知県 小林 明日香

東京都 戸澤 未来 神奈川県 黒田 瑞貴 大阪府 荒木 涼介

東京都 蕗谷 真梨香 神奈川県 外塚 恵大 大阪府 井口 明紀

東京都 藤井 壮士朗 神奈川県 原田 柚穂 大阪府 金沢 直樹

東京都 前田 実咲 神奈川県 藤田 麗桜 大阪府 城川 素祐太

東京都 村田 葉菜 神奈川県 三村 里乃 大阪府 田野 曹太

東京都 山下 恭子 神奈川県 山本 瞳 大阪府 西山 史隆

東京都 山田 祐衣 神奈川県 吉田 悠奈 大阪府 前橋 直宙

大阪府 大西 杏也菜 静岡県 山下 佳南子 大阪府 松原 綾佑

和歌山県 宇野 朱華 大阪府 小川 時希奈 大阪府 馬淵 智成

和歌山県 大江 優花 大阪府 堀 千春 福岡県 秋山 梨緒

和歌山県 小杉 友香 和歌山県 木岡 由唯 福岡県 釘本 沙和

和歌山県 茂野 悠希 和歌山県 谷口 七海 福岡県 境 真由

和歌山県 田辺 千紘 福岡県 江口 碧美 福岡県 佐々木 淳

和歌山県 谷口 茉菜花 福岡県 大田 理緒 福岡県 武内 万佑子

和歌山県 仁木 愛里 福岡県 直江 喜乃 福岡県 徳重 颯

和歌山県 原田 忠武 福岡県 久志 堅真 福岡県 福田 美紗樹

和歌山県 横山 大翔 福岡県 藤澤 菜月 福岡県 元田 真由

和歌山県 和田 愛華 福岡県 山口 璃奈 鹿児島県 藤村 佳代

広島県 竹原 瑛佑 熊本県 冨田 温子 鹿児島県 宮路 和真

広島県 橋本 瞳 鹿児島県 佐渡 ななせ

福岡県 飯田 美羽

福岡県 泉  幸来

福岡県 伊藤 舞梨

福岡県 衛藤 舞

福岡県 河野 綾佑

福岡県 庄司 真啓

福岡県 宗 日和子

福岡県 福井 侑紀

福岡県 松浦 侑菜

福岡県 門田 将弥

成績優秀賞（初級） 成績優秀賞（中級） 成績優秀賞（上級）

2014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

栃木県 髙橋 花菜子 東京都 青木 基洋 宮城県 青野 佑樹

東京都 兼坂 太陽 東京都 林 翔 宮城県 千葉 爽楓

東京都 糀屋 菜美 神奈川県 石渡 朱南 宮城県 早坂 柊人

東京都 佐々木 佳 神奈川県 奥 みなみ 東京都 栗栖 明日美

福岡県 武田 稔大 神奈川県 佐藤 颯音 東京都 今 優希

神奈川県 三浦 空 東京都 高木 玲香

静岡県 小野田 みなみ 東京都 山本 悠生

神奈川県 山本 愛貴

愛知県 池淵 望

大阪府 猪頭 健斗

大阪府 梶原 優佳

大阪府 永友 佳歩

福岡県 石津 七海

2014年度ジュニア防災検定　事前課題優秀賞　受賞者一覧

事前課題優秀賞（初級） 事前課題優秀賞（中級） 事前課題優秀賞（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

千葉県 加藤 夕香 宮城県 田代 祐稀 宮城県 青田明子

千葉県 佐久間 南美 宮城県 手代木 曆 宮城県 佐々木菜緒

和歌山県 岩﨑 なつね 栃木県 福島 美紅 宮城県 髙橋音羽

福岡県 武田 稔大 東京都 伊藤　友 栃木県 前出 裕亮

東京都 大浦 あかり 栃木県 松本 直樹

東京都 村主 龍星 東京都 石田 穂

静岡県 中村　咲喜 東京都 後迫 あゆみ

愛知県 加藤 千弘 東京都 佐伯 紗良

愛知県 秀島 愛菜 東京都 中島 里紗

大阪府 高谷 佑生 東京都 濱 里々佳

大分県 德永 眞子 東京都 花田 麻愛

東京都 見上 愛

2014年度ジュニア防災検定　事後課題優秀賞　受賞者一覧

事後課題優秀賞（初級） 事後課題優秀賞（中級） 事後課題優秀賞（上級）

一般財団法人防災教育推進協会



都道府県

和歌山県

都道府県

宮城県

東京都

神奈川県

都道府県

宮城県

事後課題優秀賞（上級）

事後課題優秀賞（中級）

2014年度ジュニア防災検定　事後課題優秀賞（グループ部門）受賞一覧

名前　 作品名

事後課題優秀賞（初級）

広川町立南広小学校

一般財団法人防災教育推進協会

防災マップ「広川町津波ハザードマップ」

名前　 作品名

仙台市立南吉成中学校 レポート「防災まとめレポート」

女子聖学院中学校 新聞「あると便利な防災グッズ」

座間市立座間小学校 壁新聞「身近なもので作る防災グッズ」

名前　 作品名

仙台市立南吉成中学校 レポート「防災まとめレポート」


