
２０１４年度 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

切な人に伝える歯とお口の健康」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８３５点

の作品が寄せられました。歯科部員による審査の結果、最優秀賞は塚原真理子さん（１４歳・名古屋市緑

区）の作品に決定した他、優秀賞から佳作までに８３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】８３５点（小・中学校など団体…４３団体、個人…３６件） 

 

【最優秀賞】１点 

塚原 真理子さん（名古屋市緑区・１４歳） 

 

【優秀賞】 ４点 

岩瀬 輝信さん（蒲郡市・５６歳）、兵後 憲二さん（名古屋市瑞穂区・６８歳） 

多久田 より子さん（名古屋市千種区・５４歳）、織田 忠行さん（名古屋市北区・７８歳） 

 

【入選】 ７点 

新庄 すが江さん（神奈川県横浜市・５３歳）、浅野 梨花さん（江南市・１４歳） 

鈴木 皐月さん（西尾市・１５歳）、古森 孝さん（名古屋市北区・７１歳） 

渡辺 由妃乃さん（津島市・１４歳）、市川 百合子さん（西尾市・６７歳） 

小原 弥優さん（名古屋市緑区・１３歳） 

  

※ 【佳作】 ７２点は次ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【佳作】 ７２点 

応募者名 年齢 市町村 応募者名 年齢 市町村 応募者名 年齢 市町村 

濱田 佑菜 13 緑区 石部 雅 12 東海市 神谷 晃人 39 刈谷市 

鬼頭 美栄子 81 緑区 田端 百華 12 東海市 浦田 佳子 26 刈谷市 

加藤 真白 11 北区 水野 連人 12 津島市 伊藤 真唯 11 刈谷市 

永田 玲子 62 南区 近藤 亮太 4 津島市 江坂 陽葵 7 刈谷市 

鬼頭 達雄 76 天白区 三宅 一輝 14 知立市 別所 瑞姫 9 刈谷市 

近藤 心希 10 中川区 鈴木 雅夕 12 知立市 中根 美侑 9 刈谷市 

横山 広志 54 瑞穂区 福田 ひなた 15 西尾市 若山 章子 66 蒲郡市 

杉山 侑紗希 11 瑞穂区 山田 なつ湖 14 西尾市 竹内 春美 62 蒲郡市 

恒川 有紀 10 瑞穂区 鈴木 菜央 15 西尾市 安井 ちよ子 73 海部郡 

竹内 洋子 70 港区 平山 海斗 15 西尾市 辻野 菜  々 12 岡崎市 

竹内 春文 73 港区 近藤 由一 76 清須市 今村 美優 10 岡崎市 

呉屋 樹 10 豊田市 鈴木 実 69 小牧市 浅井 美和 11 岡崎市 

岡林 駿 12 豊田市 尾関 優衣 13 江南市 中田 心暖 11 岡崎市 

森田 胡桃 11 豊田市 伊藤 勝子 74 桑名市 阿部 莉々子 12 岡崎市 

鎌田 はな 11 豊田市 有木 定義 65 岐阜市 黒柳 華穂 12 岡崎市 

丹羽 えみ子 64 豊田市 大島 薫 42 岩倉市 加藤 麻希理 12 岡崎市 

藤村 京矢 12 豊田市 上野 優里葉 9 刈谷市 日下 晴陽 9 稲沢市 

高木 歩夢 11 豊川市 河本 息吹 10 刈谷市 中本 啓太 9 稲沢市 

宇佐美 憲伸 14 豊川市 髙橋 真織 11 刈谷市 小野坂 舞 13 一宮市 

吉田 有沙 13 豊川市 坂口 京 9 刈谷市 熊谷 梨花 14 一宮市 

田中 佳穂 12 豊根村 鈴木 龍人 9 刈谷市 小島 芙香 13 一宮市 

伊藤 秀美 12 豊橋市 石黒 悠真 8 刈谷市 皆方 かえで 13 一宮市 

福島 健太 12 碧南市 清水 杏美 9 刈谷市 松村 知佳 13 一宮市 

林 万柚子 14 尾張旭市 林 三枝子 65 刈谷市 濵島 颯英 13 一宮市 

 


