
東北受信環境クリーン協議会

賞 県名 学校名 学年 氏名

中央協議会奨励賞 青森県 むつ市立大平中学校 ３年
ささき　　　　　　 みゆう

佐々木　美優

東北協議会「最優秀賞」 宮城県 石巻市立山下中学校 ２年
ふくの　      ゆか

福野　佑香

東北協議会「優秀賞」
福島県 いわき市立小名浜第二中学校 ３年

やまむら　　りゅう

山村　龍

青森県 黒石市立黒石中学校 ３年
きむら　　　　まみこ

木村　真望子

東北協議会「入選」

青森県 十和田市立第一中学校 ２年
にしむら なるみ

西村　成美

福島県 会津若松市立一箕中学校 ２年
やまぎし はるき

山岸　治樹

青森県 むつ市立大平中学校 ２年
ほそかわ りの

細川　莉乃

青森県 むつ市立大平中学校 ２年
よしまる しょうや

吉丸　翔也

青森県 むつ市立大平中学校 ３年
くら むかいゆうな

倉向　優里奈

青森県 むつ市立むつ中学校 ２年
たちばな ももか

立花　萌々香

青森県 むつ市立大平中学校 ２年
みかみ まい

三上　真依

青森県 むつ市立大平中学校 ３年
こまつ りお

小松　理央

青森県 むつ市立大畑中学校 ２年
なかじま こうき

中嶋　幸樹

東北協議会「佳作」

青森県 むつ市立大平中学校 ３年
きただ あやの

北田　彩乃

山形県 高畠町立第一中学校 ３年
しぶえ いずみ

澁江　和

青森県 むつ市立大平中学校 ３年
なかむら ゆきの

中村　幸乃

青森県 むつ市立大平中学校 ３年
かんの ひな

菅野　陽菜

青森県 黒石市立黒石中学校 １年
つがる つぐみ

津軽　紬美

青森県 むつ市立大畑中学校 ２年
やまび じゅんな

山火　純夏

宮城県 栗原市立金成中学校 ３年
みうら あみ

三浦　杏泉

岩手県 紫波町立紫波第一中学校 １年
さわした るか

澤下　瑠香

青森県 むつ市立むつ中学校 １年
かどの たかうみ

角野　空海

青森県 むつ市立大畑中学校 １年
さら い とわ

皿井　永遠

青森県 むつ市立大平中学校 ３年
いけだ ゆきな

池田　由希菜
※　中央協議会奨励賞は、再掲

受信環境クリーン中央協議会

賞 県名 学校名 学年 氏名

総務大臣賞 愛知県 一宮市立中部中学校 ３年
かわい　　　なほ

河合　菜穂

文部科学大臣賞 愛知県 一宮市立中部中学校 ３年
いまい きおん

今井　稀温

日本放送協会会長賞 愛媛県 学校法人松山東雲学園松山東雲中学・高等学校 ２年
なかむら　　はつみ

中村　初海

日本民間放送連盟会長賞 兵庫県 加古川市立　神吉中学校 ２年
おおさわ　　ひかる

大澤　ひかる

中央協議会会長賞 茨城県 結城市立結城中学校 ３年
よこやま かさね

横山　花実

中央協議会会長賞 千葉県 野田市立南部中学校 ３年
もりなが　　 まりん

森永　真琳

中央協議会会長賞 愛知県 一宮市立尾西第一中学校 ３年
いかわ　　　ちさと

伊川　知里

中央協議会奨励賞 北海道 函館市立桐花中学校 １年
たぢか　　　せいな

田近　聖奈

中央協議会奨励賞 青森県 むつ市立大平中学校 ３年
ささき　　　　　　 みゆう

佐々木　美優

中央協議会奨励賞 長野県 長野市立犀陵中学校 ３年
まつもと　　 ゆきな

松本　幸奈
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[環境設定／ユーザー情報ダイアログで個人と組織の情報を入力します。]


概要


この文書から問題点は検出されませんでした。


		手動チェックが必要: 2

		手動チェックに合格: 0

		手動チェックに不合格: 0

		スキップ: 9

		合格: 21

		不合格: 0




詳細レポート


		文書



		ルール名		ステータス		説明

		アクセシビリティ権限フラグ		合格		アクセシビリティ権限フラグの設定が必要

		画像のみの PDF		合格		文書が画像のみの PDF ではない

		タグ付き PDF		合格		文書がタグ付き PDF である

		論理的な読み上げ順序		手動チェックが必要		文書構造により論理的な読み上げ順序が決まる

		優先言語		合格		テキスト言語の指定

		タイトル		スキップ		文書のタイトルがタイトルバーに表示されている

		しおり		合格		大きい文書にしおりが存在する

		色のコントラスト		手動チェックが必要		文書の色のコントラストが適切である

		ページコンテンツ



		ルール名		ステータス		説明

		タグ付きコンテンツ		スキップ		すべてのページコンテンツがタグ付けされている

		タグ付き注釈		合格		すべての注釈がタグ付けされている

		タブの順序		合格		タブの順序と構造の順序が一致している

		文字エンコーディング		合格		確実な文字エンコーディングの指定

		タグ付きマルチメディア		合格		すべてのマルチメディアオブジェクトがタグ付けされている

		画面のちらつき		合格		ページで画面のちらつきが発生しない

		スクリプト		合格		アクセシブルではないスクリプトなし

		時間制限のある応答		合格		ページが時間制限のある応答を必要としない

		ナビゲーションリンク		合格		ナビゲーションリンクが繰り返し使用されていない

		フォーム



		ルール名		ステータス		説明

		タグ付きフォームフィールド		合格		すべてのフォームフィールドがタグ付けされている

		フィールドの説明		合格		すべてのフォームフィールドに説明がある

		代替テキスト



		ルール名		ステータス		説明

		図の代替テキスト		スキップ		図に代替テキストが必要

		代替テキストが必要です		合格		読み上げられない代替テキスト

		コンテンツに関連付けられている		スキップ		代替テキストはいくつかのコンテンツに関連付けられている必要がある

		注釈を隠している		合格		代替テキストが注釈を隠していない

		その他の要素の代替テキスト		スキップ		代替テキストが必要なその他の要素

		テーブル



		ルール名		ステータス		説明

		行		合格		TR が Table、THead、TBody または TFoot の子である必要がある

		TH と TD		スキップ		TH と TD が TR の子である必要がある

		ヘッダー		スキップ		テーブルにヘッダーが必要

		規則性		スキップ		テーブル内の各行の列数と各列の行数が同じである必要がある

		概要		スキップ		テーブルに概要が必要

		箇条書き



		ルール名		ステータス		説明

		箇条書き項目		合格		LI は L の子である必要がある

		Lbl と LBody		合格		Lbl と LBody は LI の子である必要がある

		見出し



		ルール名		ステータス		説明

		適切なネスト		合格		適切なネスト
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