
よい歯デー 絵手紙コンテスト 審査結果

協会歯科部会では 4 月１８日をよい歯健康デーとし、毎年さまざまな企画を行っています。今年は「大

切な人に伝える歯の大切さ」をテーマに絵手紙を募集したところ、県下の小中学校を中心に１０１０点の

作品が寄せられました。歯科部員による審査の結果、最優秀賞は若林雅美さん（７７歳・津島市）の作品

に決定し、佳作までに１１０点の作品が選ばれました。入賞者の氏名は下記の通りです。

【応募総数】１０１０点（小学校 ２８校、中学校 １６校、個人 ４５件、その他団体 ３件）

【最優秀賞】１点

若林 雅美さん（津島市・７７歳）

【優秀賞】 3 点

稲葉 朱里さん（常滑市・８歳）、阪野 礼奈さん（緑区・１１歳）、堀 記子さん（刈谷市・５９歳）

【入選】 ７点

佐藤 有沙さん（一宮市・１０歳）、守山 木乃芽さん（常滑市・１１歳）、

森本 留加さん（安城市・１２歳）、新庄 すが江さん（神奈川県横浜市・５１歳）、

稲垣 ゆき子さん（みよし市・５８歳）、古屋 きみ子さん（津島市・６６歳）、

三枝 恒子さん（山梨県甲府市・７１歳）

【佳作】 ９９点

氏名 市区町村 年齢 氏名 市区町村 年齢 氏名 市区町村 年齢

森本 充恵さん 安城市 ４０歳 早川 斗偉さん 刈谷市 １１歳 赤嶺 美沙さん 中川区 １３歳

安藤 元彦さん 一宮市 ９歳 成瀬 安優さん 刈谷市 １１歳 朝日 柚衣さん 中川区 １２歳

栗林 悠喜さん 一宮市 １１歳 池 佑基さん 刈谷市 １１歳 浅井 明日香さん 中川区 １０歳

安達 南緒さん 一宮市 １４歳 すぎもと まなみさん 刈谷市 ７歳 西谷 有翔さん 中川区 １１歳

大西 遥さん 一宮市 １４歳 搭本 理士さん 刈谷市 １０歳 山内 稔 中川区

内山 榛樹さん 稲沢市 １０歳 二村 美帆さん 刈谷市 １２歳 伊藤 晴美さん 中川区 ６０歳

加藤 富美枝さん 犬山市 ６２歳 林 三枝子さん 刈谷市 ６３歳 富田 樹里さん 中区 １３歳

滝本 ゆう子さん 犬山市 ６４歳 足立 信子さん 刈谷市 ５４歳 横田 奈菜花さん 中区 １３歳

中尾 あまねさん 犬山市 １４歳 古屋 朱音さん 北名古屋市 １０歳 松岡 琴子さん 中区 １３歳

志字 裕多さん 岡崎市 １２歳 藤原 友菜さん 幸田町 １２歳 後藤 楓さん 瑞穂区 ９歳



氏名 市区町村 年齢 氏名 市区町村 年齢 氏名 市区町村 年齢

塩谷 隆太さん 岡崎市 １２歳 小澤 知花さん 江南市 １３歳 渡邊 崚さん 瑞穂区 ９歳

竹下 麻由美さん 岡崎市 ２８歳 尾藤 早紀さん 江南市 １３歳 加藤 洋子さん 瑞穂区

小山 佳恵さん 岡崎市 １２歳 原 歩太さん 小牧市 木下 理水さん 緑区 １１歳

早瀬 貴敏さん 岡崎市 １０歳 鈴木 実さん 小牧市 ６７歳 山内 淳之介さん 緑区 １１歳

寺西 順子さん 蟹江町 ６３歳 前野 富子さん 小牧市 ６５歳 斉藤 加奈子さん 緑区 １３歳

殿岡 澪さん 刈谷市 ８歳 小川 実怜さん 新城市 ８歳 大場 万由さん 緑区 １４歳

林 健太郎さん 刈谷市 ８歳 森 璃仁さん 新城市 ８歳 恒川 和さん 緑区 １４歳

宮地 柊輔さん 刈谷市 ８歳 加藤 琳子さん 新城市 ８歳 梅北 健一さん 緑区

村松 侑芽さん 刈谷市 ８歳 正岡 悠さん 知立市 １４歳 小嶋 颯太さん 港区 ６歳

伊東 真唯さん 刈谷市 ９歳 山田 未来さん 知立市 １３歳 竹内 洋子さん 港区 ６８歳

永田 あみさん 刈谷市 １１歳 上村 莉愛さん 知立市 １４歳 加藤 沙弓さん 守山区 ２３歳

野呂瀬 徹さん 刈谷市 １１歳 久須美 可蓮さん 天白区 １３歳 都築 奨さん 西尾市 １２歳

久保園 純貴さん 刈谷市 １１歳 後藤 南那さん 天白区 １３歳 原口 雅行さん 西尾市 １２歳

八木 哲平さん 刈谷市 １１歳 阿知波 美玖さん 東海市 ５歳 日髙 直紀さん 西尾市 １０歳

横谷 亮太さん 刈谷市 １１歳 阿知波 恒晟さん 東海市 ３歳 遠山 旭さん 西尾市 １０歳

池田 純花さん 刈谷市 １１歳 村田 幸子さん 豊川市 ４２歳 加藤 愛海さん 西尾市 １０歳

太田 裕貴さん 刈谷市 １１歳 三石 良人さん 豊橋市 ６４歳 本田 実央さん 西尾市 ９歳

大竹 あおいさん 刈谷市 １１歳 金子 哲士さん 豊橋市 １２歳 奥山 奈々子さん 西尾市 １０歳

古田 栞菜さん 刈谷市 １１歳 高津 佑太さん 豊橋市 １２歳 宮川 真帆さん 西尾市 １３歳

川尻 瞬平さん 刈谷市 １１歳 坂柳 朱音さん 豊橋市 １１歳 判治 亜央衣さん 西尾市 １５歳

市川 大雅さん 刈谷市 １１歳 澤井 幸子さん 熱田区 ４４歳 鳥居 純怜さん 碧南市 ５歳

河合 拓己さん 刈谷市 １１歳 古川 愛弓さん 中川区 ８歳 豊田 和美さん 山口県下関市 ７０歳

三輪 広夢さん 刈谷市 １２歳 横田 奈於さん 中川区 １４歳 末吉 廣志さん 沖縄県中城村 ７７歳


