
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１０２１点の

作品が寄せられました。歯科部員による審査の結果、最優秀賞は川島益子さん（７８歳・東京都大田区）

の作品に決定し、佳作までに１０３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】１０２１点（小学校 ３０校、中学校 １６校、個人 ３７件、その他団体 ２件） 

 

 

【最優秀賞】１点 

川島 益子さん（東京都大田区・７８歳） 

 

【優秀賞】 ３点 

新庄 すが江さん（神奈川県横浜市・５２歳）、岩瀬 輝信さん（蒲郡市・５５歳）、 

諏訪 さくらさん（豊川市・１４歳） 

 

 

【入選】 ８点 

阿知波 美玖さん（東海市・１０歳）、三川 音璃さん（西尾市・１４歳）、 

丹羽 さくらさん（刈谷市・８歳）、稲垣 ゆき子さん（みよし市・５９歳）、 

林 梨奈さん（一宮市・１４歳）、杉本 優心さん（刈谷市・７歳）、 

河﨑 彩哉さん（昭和区・１１歳）、谷口 艶華さん（中川区・１４歳） 

  

 

【佳作】 ９１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 

佐宗 萌 新城市 ７歳   宮田 涼太郎 瑞穂区 １２歳   丹羽 みこと 刈谷市 ８歳 

加藤 紗矢 新城市 ７歳   大門 詩織 瑞穂区 １１歳   加藤 暖 刈谷市 ９歳 

伊藤 廉 一宮市 １１歳   藤田 久子 尾張旭市 ６３歳   森瀬 敬太 刈谷市 ９歳 

田中 理子 岡崎市 １２歳   滝 千鶴 江南市 ８歳   鈴木 莉子 刈谷市 ９歳 

坂柳 朱音 豊橋市 １２歳   宮瀬 由梨香 江南市 １２歳   岩瀬 生和 刈谷市 ９歳 

宮地 弘子 西尾市 ５７歳   髙橋 美妃 緑区 １２歳   松田 衣代 刈谷市 ８歳 

早川 夢 西尾市 １４歳   野口 正子 稲沢市 ６５歳   太田 千晶 刈谷市 ８歳 

土田 野恵 西尾市 １４歳   大瀧 洋子 清須市 ６２歳   川尻 健太 刈谷市 ９歳 

青山 悦子 昭和区 ３７歳   大橋 竜太 守山区 ７歳   室井 良太 刈谷市 １０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 

鈴木 実 小牧市 ６８歳   久保 遥奈 名東区 １０歳   岡留 愛莉 刈谷市 １０歳 

田川 智香子 日進市 １９歳   佐野 愛琳 名東区 １０歳   鳥居 美里 刈谷市 １０歳 

鳥居 夏妃 碧南市 ４歳   水島 希 名東区 ９歳   林 三枝子 刈谷市 ６４歳 

鳥居 純怜 碧南市 ６歳   関 桃華 名東区 １０歳   金岡 広樹 名東区 ７歳 

奥山 奈々子 西尾市 １２歳   下山 貴幹汰 名東区 ９歳   近藤 とみ子 みよし市 ６４歳 

鷲谷 実歩 西尾市 １０歳   在原 萌花 名東区 １０歳   前山 邦子 岡崎市 ８５歳 

山田 ななみ 西尾市 １２歳   杉浦 理瑛子 名東区 １０歳   鈴木 定夫 幸田町 ８２歳 

山本 花凜 幸田町 １２歳   建木 菜々 名東区 ９歳   吉田 優 清須市 １１歳 

尾坪 那菜 幸田町 １２歳   東口 真巳 名東区 ９歳   杉浦 喜久弓 津島市 ４０歳 

倉橋 咲希 岡崎市 １２歳   折茂 麻衣 名東区 ９歳   金澤 花宝 豊田市 ８歳 

海辺 沙葵 岡崎市 １１歳   岡田 莉奈 名東区 ９歳   浅野 楓果 一宮市 １３歳 

辻 初音 刈谷市 ９歳   越川 璃音 名東区 １２歳   壁谷 ひな 一宮市 １３歳 

堀内 理沙 刈谷市 ８歳   吉川 愛佳 名東区 １２歳   志舩 海里 一宮市 １３歳 

久田 明果 刈谷市 ９歳   青木 基香 安城市 ２３歳   天野 佐和子 緑区 １３歳 

野田 佳彰 刈谷市 ９歳   横井 咲奈 熱田区 １２歳   三村 倖輝 昭和区 ８歳 

鈴木 夕貴 西尾市 １３歳   服部 由季 熱田区 １１歳   貝本 悠 常滑市 １０歳 

原口 歩弓 西尾市 １０歳   河口 侑奈 北区 ９歳   金澤 美晴 豊田市 ４４歳 

毛利 祐大 西尾市 １２歳   岩月 勇 安城市 ８７歳   永田 玲子 南区 ６１歳 

加藤 志ま子 みよし市 ６３歳   豊田 英司 緑区 ４８歳   川浦 真歩 一宮市 １４歳 

熊澤 みさ子 大治町 ７７歳   平山 幸那 刈谷市 ８歳   林 航希 知立市 １３歳 

古森 孝 北区 ７０歳   伊藤 春樹 刈谷市 ８歳      

有木 定義 岐阜市 ６４歳   中根 美侑 刈谷市 ８歳      

 


