
NO 名前 都道府県 NO 名前 都道府県 NO 名前 都道府県

1 石島 春香 茨城県 1 小室 虎太朗 茨城県 1 大内 美桜 宮城県

2 椎野 竜生 茨城県 2 鈴木 大智 栃木県 2 菅原 光里 宮城県

3 岡田 凌 埼玉県 3 竹川 大耀 東京都 3 千葉 明莉 宮城県

4 中鉢 奏汰 栃木県 4 大竹 偉央 神奈川県 4 平山 莉子 宮城県

5 樋山 和香 栃木県 5 森 淳登 神奈川県 5 相澤 佑輔 東京都

6 外河 美紗 東京都 6 川崎 詩織 岐阜県 6 梅﨑 まや 東京都

7 水野 健太郎 東京都 7 内藤 應眞 大阪府 7 大茄子川 絢乃 東京都

8 山田 彩心 東京都 8 真武 瞳 福岡県 8 川口 大輝 東京都

9 山田 健太 東京都 9 田中 くるみ 鹿児島県 9 髙橋 真由 東京都

10 加藤 乃乃香 大阪府 10 田中 晴奈 東京都

11 山中 千暖 大阪府 11 松本 累 東京都

12 山田 美裕 和歌山県 12 横瀬 さくら 東京都

13 大須賀 涼花 静岡県

14 小杉 果歩 静岡県

15 佐原 晃太郎 静岡県

16 鈴木 啓介 静岡県

17 袴田 貴治 静岡県

18 山本 蒼大 静岡県

19 和田 愛理佳 静岡県

20 播磨 佑飛 大阪府

21 伊澤  光莉 岡山県

22 平野 裕己 岡山県

23 湯田菜々美 岡山県

24 常石 涼未 広島県

25 安達 祐里奈 高知県

26 門脇 愛美 高知県

27 冨田 李咲 鹿児島県

一般財団法人防災教育推進協会

2015年度ジュニア防災検定　成績優秀賞　受賞者一覧

成績優秀賞（初級） 成績優秀賞（中級） 成績優秀賞（上級）



NO 名前 都道府県 NO 名前 都道府県 NO 名前 都道府県

1 栗原 美咲 茨城県 1 海野 文香 宮城県 1 渡部 こころ 宮城県

2 飯塚 理珠 東京都 2 鹿股 香晴 宮城県 2 渡邉 佑 宮城県

3 須田 美咲 東京都 3 佐藤 史章 栃木県 3 大茄子川 絢乃 東京都

4 久保田 一花 東京都 4 横田 菜々子 栃木県 4 中澤 あい 東京都

5 赤堀 葵 和歌山県 5 鈴木 瑛介 東京都 5 野口 慶介 東京都

6 石本 真都 和歌山県 6 中澤 めい 東京都 6 相澤 舞 静岡県

7 久保田 愛珠 和歌山県 7 堀内 蒼太 東京都 7 大須賀 涼花 静岡県

8 宮﨑 大馳 和歌山県 8 三谷 幹 東京都 8 岸本  祐汰 岡山県

9 阪本 由芽 和歌山県 9 渡邉 のん 東京都 9 丹谷  百合 岡山県

10 村山 正悟 東京都 10 矢木  斎 岡山県

11 井櫻 温 神奈川県 11 安井 心海 高知県

12 上原 要 神奈川県 12 久保園 彩夏 鹿児島県

13 西尾 朱希子 神奈川県

14 安井 愛華 神奈川県

15 大塚 涼実 岐阜県

16 中村 瑠 大阪府

17 藤井 大輝 大阪府

18 橋本 愛華 和歌山県

19 松本 綾乃 岡山県

20 森　瑠菜 岡山県

21 小薗 大師 熊本県

22 櫻井 夢栞 熊本県

23 井上 和佳 福岡県

24 田中 くるみ 鹿児島県

一般財団法人防災教育推進協会

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）

2015年度ジュニア防災検定　事前課題特別賞　受賞者一覧



NO 名前 都道府県 NO 名前 都道府県 NO 名前 都道府県

1 石原 雛乃 栃木県 1 小野寺 莉央 岩手県 1 大内 美桜 宮城県

2 大岩 孝輔 栃木県 2 茨木 ゆめ子 茨城県 2 菅原 光里 宮城県

3 大塚 彩心 東京都 3 小川 穂高 栃木県 3 新井 仁美 栃木県

4 乙幡 美来 東京都 4 鈴木 大智 栃木県 4 藤田 加奈子 栃木県

5 増田 浩大 東京都 5 北原 未彩 東京都 5 相澤 佑輔 東京都

6 安原 瑞稀 東京都 6 草苅 里穂 東京都 6 青木 悠真 東京都

7 山田 健太 東京都 7 長谷川 陽菜 東京都 7 新井 愛莉 東京都

8 泉   翔麻 大阪府 8 宮田 羽菜子 東京都 8 稲村 夏 東京都

9 石本 真都 和歌山県 9 越塩 千央 神奈川県 9 梅﨑まや 東京都

10 和深 小夏 和歌山県 10 加藤 友輔 神奈川県 10 小田切洋 東京都

11 宮本 柚人 神奈川県 11 田中 晴奈 東京都

12 高橋 嬉春 神奈川県 12 福山 小夏 東京都

13 山田 望乃 神奈川県 13 横瀬 さくら 東京都

14 山野井 壮真 神奈川県 14 中村 紗希 静岡県

15 松尾 直哉 神奈川県 15 袴田 貴治 静岡県

16 安藤 康文 岐阜県 16 宮井 優英 大阪府

17 柴田 太陽 岐阜県 17 常石 涼未 広島県

18 野間 友結 岐阜県 18 新本 吏彩 広島県

19 瀬谷 駿介 大阪府 19 千草 葵 広島県

20 仲松 洸星 大阪府 20 湯田菜々美 岡山県

21 吉田 智 大阪府 21 大西優佳 岡山県

22 稲田 桃子 熊本県 22 長江亮明 岡山県

23 大柿 亜佳里 熊本県 23 岡林 佳子 高知県

24 城本 希 熊本県 24 安達 祐里奈 高知県

25 安達 栞 福岡県 25 冨田 李咲 鹿児島県

26 増田 光姫 鹿児島県

27 宮下 夏奈 鹿児島県

一般財団法人防災教育推進協会

2015年度ジュニア防災検定　事後課題優秀賞　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）



NO 都道府県

1 茨城県

2 和歌山県

NO 都道府県

1 岐阜県

2 和歌山県

3 防災レポート「南海トラフ大地震について」 和歌山県

NO 都道府県

1 東京都

2 岡山県

一般財団法人防災教育推進協会

作品

名前 作品

2015年度ジュニア防災検定　事後課題優秀賞　受賞者一覧

（グループ部門）

防災自由研究優秀賞（初級）

防災自由研究優秀賞（中級）

作品

防災レポート「災害パンフレット」

防災新聞「災害新聞」

稲敷市立高田小学校5年生

串本町立橋杭小学校5･6年生

防災マップ「岐阜県中」

防災マップ

広川町立南広小学校4年生

名前

防災新聞「災害時に役立つ物!!」

防災ポスター「なんとかなるは許されない」

防災自由研究優秀賞（上級）

岡山中学校2年生

各務原市立鵜沼第二小学校6年生

荒川区立尾久八幡中学校3年

串本町立串本小学校4･6年生

名前



【受賞理由】

一般財団法人防災教育推進協会

日本大学豊山中学校殿

　受賞した学校はジュニア防災検定に第一回から参加し、あわせて生徒の防災力を高める教育に努める
など防災教育の振興に大きく寄与している。

2015年度ジュニア防災検定　防災教育推進協会特別賞　受賞者

佐野日本大学中等教育学校殿

清風学園清風中学校殿

桃山学院中学校殿

日本大学中学校殿


