
都道府県 名前 都道府県 名前 都道府県 名前

茨城県 木村 煌人 東京都 綾 美結 栃木県 山中 愛遥

茨城県 田谷 絆奈 東京都 忍足 大和 栃木県 渡邊 匠

茨城県 松田 佳林 東京都 小田原 雄汰 東京都 朝日 快

茨城県 山口 衿紗 東京都 下平 晃輔 東京都 伊藤 くるみ

茨城県 刘 嘉元 東京都 戸田 悠介 東京都 伊東 寧々

東京都 清水 美佑 神奈川県 河野 快都 東京都 影山 洸樹

岐阜県 大塚 渉平 神奈川県 中村 心咲 東京都 栗山 憲吾

岐阜県 桒村 希颯 大阪府 新岡 宗一郎 東京都 小山 優衣

大阪府 伊東 彩音 岡山県 加藤 大騎 東京都 齋藤 ひかり

大阪府 伊藤 楓夏 岡山県 児馬 健吾 東京都 坂入 省吾

大阪府 坂本 愛紗 岡山県 鈴木 和 東京都 城取 正輝

大阪府 友藤 帆乃花 岡山県 野山 滉太 東京都 菅井 水咲

大阪府 古川 大雅 東京都 高橋 郁花

岡山県 緒方 心春 東京都 田口 優香

熊本県 内田 媛 東京都 田中 大空

東京都 谷内 桂子

東京都 都秋 絢未

神奈川県 天沼 羽音

神奈川県 川口 慧

神奈川県 河口 真一

神奈川県 田邉 暁正

神奈川県 橋本 陸

神奈川県 藤江 喬之

神奈川県 柳山 周太郎

神奈川県 山田 裕仁

神奈川県 鷲津 将大

神奈川県 和田 隼輝

静岡県 倉田 奈弥

静岡県 齋藤 こころ

静岡県 新間 千裕

静岡県 鈴木 和真

静岡県 鈴木 健介

静岡県 日置 虎太郎

静岡県 山田 恋菜

大阪府 岡田 瑞希

大阪府 尾髙 稔梨

成績優秀賞（初級） 成績優秀賞（中級） 成績優秀賞（上級）

2017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

茨城県 窪 理那 大阪府 家次 渓太

茨城県 坂本 大知 大阪府 吉岡 詩音

茨城県 佐藤 ほの夏 和歌山県 岡本 光平

茨城県 高城 友奈 和歌山県 木村 俊毅

茨城県 坪井 楠夏 和歌山県 瀬志 仁紀

茨城県 細田 ひなた 和歌山県 巽 彩羽

埼玉県 豊田 かん奈 和歌山県 田並 祐花

東京都 阿部 史佳 和歌山県 戸田 悠斗

東京都 奥貫 倖 和歌山県 中尾 美優

東京都 佐藤 有維子 和歌山県 中谷 未侑

東京都 福島 颯人 和歌山県 福島 瞳花

東京都 松本 愛美俐 和歌山県 松原 琴音

岐阜県 樫田 虎大郎 岡山県 内田 直寛

岐阜県 中嶌 優介 岡山県 宮原 陽勇

岐阜県 和田 明佳 熊本県 大久保 美桜

大阪府 金田 咲歩 熊本県 坂本 悠

大阪府 北野 湊太 熊本県 波多野 真愛

大阪府 小池 紬生

大阪府 酒上 実希

大阪府 坂本 佳梨名

大阪府 髙光 綾心

大阪府 新原 健佑

大阪府 西村 紗和

大阪府 西村 嘉人

大阪府 新田 桃音

大阪府 野尻 愛瑠

大阪府 野田 栞那

大阪府 橋塚 雅

大阪府 秦 悠雅

大阪府 東野 太一

大阪府 平尾 李香

大阪府 平田 みつき

大阪府 藤吉 悠加

大阪府 水取 利仁

大阪府 南 瑛登

大阪府 森本 紗奈

家族防災特別賞（初級）

一般財団法人防災教育推進協会

2017年度ジュニア防災検定　家族防災特別賞　受賞者一覧



都道府県 名前 都道府県 名前

茨城県 浅米 美紅 北海道 西口 悠斗

茨城県 川原 一真 北海道 福村 明香

茨城県 服部 亮太 栃木県 門倉 舞依

埼玉県 伊藤 星那 栃木県 中村 咲月

東京都 綾 美結 東京都 朝日 快

東京都 内田 樹弥 東京都 岡田 夏

東京都 大谷 和泉 東京都 影山 洸樹

東京都 岡村 莉里 東京都 齋藤 ひかり

東京都 加藤 真子 東京都 佐藤 千南津

東京都 田中 風 東京都 田中 咲帆

東京都 德島 裕次郎 東京都 田中 大空

東京都 藤ノ木 海翔 東京都 土屋 和葉

東京都 堀越 咲希 東京都 諸井 玲

東京都 山本 花音 静岡県 岸仲 真生

神奈川県 初鹿野 朱華 静岡県 鈴木 汰空

静岡県 遠藤 広貴 静岡県 竹本 菜々美

静岡県 中嶋 彩乃 静岡県 林 旦陽

静岡県 福家 悠愛 熊本県 勝木 百愛

京都府 松田 龍弥 熊本県 國本 花鈴

大阪府 阪上 朋花 熊本県 永井 雅

大阪府 高多 里翠 熊本県 村上 晴真

大阪府 新岡 宗一郎

和歌山県 大﨑 美湖

和歌山県 樫原 杏実

和歌山県 瀬志 有希

和歌山県 萩 音歩

和歌山県 畠中 理都

一般財団法人防災教育推進協会

家族防災特別賞（中級） 家族防災特別賞（上級）



都道府県 名前 都道府県 名前 都道府県 名前

茨城県 青木 夕佳 茨城県 川原 一真 栃木県 中里 優花

茨城県 飯塚 心優 茨城県 関 碧花 栃木県 中村 咲月

茨城県 池延 遙花 茨城県 野澤 泰心 栃木県 山中 愛遥

茨城県 石田 美羽 茨城県 谷島 光咲 栃木県 渡邊 匠

茨城県 梶野 昂輝 茨城県 山口 悠翔 東京都 伊藤 くるみ

茨城県 木村 煌人 埼玉県 伊藤 星那 東京都 栗山 憲吾

茨城県 髙木 夕芽里 東京都 有山 綾音 東京都 小林 正英

茨城県 髙須 なな 東京都 内田 樹弥 東京都 坂入 省吾

茨城県 高村 海吏 東京都 忍足 大和 東京都 田口 優香

茨城県 田谷 絆奈 東京都 小田原 雄汰 東京都 永山 健太朗

茨城県 富澤 毬矛 東京都 小宮 すみれ 東京都 成松 吾錬

茨城県 沼﨑 翼 東京都 島田 鼓子 東京都 廣井 柊一

茨城県 松田 佳林 東京都 下平 晃輔 東京都 渡邉 真之助

茨城県 宮本 舞 東京都 主藤 晴 神奈川県 音部 凜太朗

茨城県 刘 嘉元 東京都 杉園 瞳 神奈川県 川口 慧

東京都 伊東 青音 東京都 高田 新 神奈川県 河口 真一

東京都 堀川 真緒 東京都 鶴田 雅也 神奈川県 橋本 陸

東京都 萬年 渚弥子 東京都 雪入 彪雅 神奈川県 藤江 喬之

岐阜県 大塚 渉平 東京都 保刈 彩菜 神奈川県 鷲津 将大

岐阜県 桒村 希颯 神奈川県 菅野 杏珠 神奈川県 和田 隼輝

岐阜県 廣瀬 美桜 神奈川県 関根 康太 静岡県 齋藤 こころ

岐阜県 山田 咲良 神奈川県 地本 優衣 静岡県 新間 千裕

大阪府 相田 周音 神奈川県 藤野 真朱 大阪府 岡田 瑞希

大阪府 泉谷 彩有 神奈川県 松山 心音 大阪府 尾髙 稔梨

大阪府 射手矢 朱子 神奈川県 山本 倫子 大阪府 藤々木 ふうか

大阪府 伊藤 楓夏 静岡県 井原 健登 和歌山県 中村 裕斗

大阪府 込山 翔大 静岡県 高田 絵梨

大阪府 坂本 愛紗 静岡県 山下 百音

大阪府 鉄野 悠真 京都府 松田 龍弥

大阪府 友藤 帆乃花 大阪府 岡野 正太郎

大阪府 中尾 和奏 大阪府 下井 修

大阪府 中林 ゆい 大阪府 中島 朋葵

大阪府 日昔 翔吾 大阪府 福富 和秀

大阪府 平尾 李香 大阪府 松本 明樹

大阪府 深尾 小雪 大阪府 水谷 好太朗

大阪府 山口 響生 和歌山県 芦谷 美沙希

大阪府 吉岡 詩音 和歌山県 小川 心晴

和歌山県 岡本 晴 和歌山県 仁木 愛里

和歌山県 田並 祐花 和歌山県 山﨑 美怜

和歌山県 中谷 未侑

岡山県 緒方 輝

熊本県 内田 媛

熊本県 坂本 こころ

熊本県 ボレン 瑛美

2017年度ジュニア防災検定　防災自由研究優秀賞　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）

一般財団法人防災教育推進協会



都道府県

茨城県

岐阜県

大阪府

和歌山県

都道府県

東京都

岡山県

岡山県

都道府県

東京都

東京都

静岡県

静岡県

静岡県

静岡県

2017年度ジュニア防災検定　防災自由研究優秀賞（グループ部門）受賞一覧

名前 作品

防災自由研究優秀賞（初級）

稲敷市立あずま東小学校５年生

各務原市立稲羽東小学校６年生

泉佐野市立末広小学校４年生

串本町立出雲小学校４年生

防災マップ「命を守る防災マップ」

防災工作「エッキーをつくろう」

防災新聞「津波新聞」

防災ポスター「地震が起きたらすぐ避難」

和気町立和気中１年 防災新聞「避難者の声」

和気町立佐伯中１年 校内防災マップ「学校で危険箇所をリサーチ！」

防災自由研究優秀賞（中級）

名前 作品

荒川区立南千住第二中１年 防災レポート「非常食」

防災自由研究優秀賞（上級）

名前 作品

荒川区立南千住第二中２年 防災レポート「命を守るために」

国分寺市立第三中２年 防災レポート「理想の地域像　その実現へ」

浜松市立庄内中２年 防災マップ「舘山寺町の防災マップ」

浜松市立庄内中２年 防災新聞「庄内防災新聞」

浜松市立庄内中２年 防災レポート「みんなの命を救うため」

浜松市立庄内中２年 防災レポート「防災BOOK」

一般財団法人防災教育推進協会



　　【受賞理由】

　　　平成17年度から宮古湾などの立体模型を製作し、造波装置と組み合わせて津波発生時の

　　　浸水の様子を再現できるようにした。この津波模型を活用し、地域のイベントや近隣の

　　　小中学校に出向いて、実演を交えた津波防災の出前従業を100回以上開催し、防災教育

　　　の推進に大きく貢献されている。

2017年度ジュニア防災検定　防災教育推進協会特別賞　受賞者

岩手県立宮古工業高校　機械科　課題研究「津波模型班」殿

一般財団法人防災教育推進協会


