
２０１５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「歯

とお口の健康の大切さ」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１０９６点の作品

が寄せられました。歯科部員による審査の結果、最優秀賞は加藤まゆらさん（３５歳・東京都中野区）の

作品に決定した他、優秀賞から佳作までに１０１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】１０９６点（小・中学校など団体…５２団体、個人…２４件） 

 

【最優秀賞】１点 

加藤 まゆら さん（東京都中野区・３５歳） 

 

【優秀賞】 ３点 

織田 忠行さん（名古屋市北区・７９歳）、古森 孝さん（名古屋市北区・７２歳） 

堀 記子さん（刈谷市・６２歳） 

 

【入選】 ８点 

吉田 あきこ さん（江南市・１４歳）、秋山 桃菜さん（西尾市・１２歳） 

有木 定義さん（岐阜市・６６歳）、水野 明華さん（津島市・１４歳） 

椎 隆哉さん（刈谷市・８歳）、中川 拓顕さん（名古屋市緑区・１３歳） 

伊藤 晴美さん（名古屋市中川区・６３歳）、林 万柚子さん（尾張旭市・１５歳） 

  

 

※ 【佳作】 ９０点は裏面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【各賞の詳細】 

最優秀賞（１点） 図書カード１０，０００円分 

優秀賞（３点） 図書カード５，０００円分 

入選（８点） 図書カード２，０００円分 

佳作（９０点） 図書カード５００円分 

 



【佳作】 ９０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 

タンジ アリヤナ 

メイ 13 江南市  野村 紫音 12 中川区  坂本 啓熙 10 刈谷市 

坂井 夏美 11 緑区  加藤 富美枝 65 犬山市  斉藤 拓磨 9 刈谷市 

鈴置 真歩 10 緑区  田中 一輝 14 中区  衣斐 彩乃 10 刈谷市 

濱本 千颯 11 豊根村  原 百花 11 千種区  内野 圭祐 10 刈谷市 

中野 大地 7 豊田市  久永 彩乃 10 千種区  井原 凛乃介 9 刈谷市 

米長 小都 8 豊田市  小林 瑠華 12 岡崎市  浦田 佳子 27 刈谷市 

岩崎 もえ 12 一宮市  内田 郁美 12 岡崎市  笠原 理子 12 刈谷市 

大江 彩乃 12 南区  牧野 愛香 12 岡崎市  神谷 美月 12 刈谷市 

宮地 弘子 60 西尾市  宮島 すず 12 岡崎市  吉田 侑五 11 刈谷市 

斉藤 里佳 14 西尾市  中江 文音 12 岡崎市  新開 毬乃 12 刈谷市 

長谷川 宇里 12 津島市  山本 彩愛 12 岡崎市  丹羽 萌乃夏 10 刈谷市 

大西 優菜 11 津島市  石田 真有 12 岡崎市  松井 利理子 10 刈谷市 

磯貝 真衣 12 西尾市  高木 彩花 10 岡崎市  土田 妃夏 10 刈谷市 

桐嶺 綾菜 12 西尾市  岩口 琳音 10 岡崎市  宮地 瑚乃羽 8 刈谷市 

牧野 文音 11 西尾市  山本 彩乃 10 岡崎市  西田 早貴 8 刈谷市 

遠藤 亜南 12 常滑市  鈴木 もも 10 岡崎市  馬塲 日菜子 13 江南市 

鈴木 皓久 10 名東区  土谷 日和 10 岡崎市  高橋 花瑠 14 中川区 

井上 聖也 10 一宮市  藤田 竜惺 6 岡崎市  浅野 めぐみ 14 中川区 

栗田 海青 11 岡崎市  黒屋 颯斗 6 岡崎市  長谷川 由賀 13 緑区 

前山 邦子 87 幸田町  岡田 柚子華 7 岡崎市  岩月 勇 89 安城市 

小泉 智碁 12 津島市  畔柳 健悟 7 岡崎市  原 千乃 14 一宮市 

尹 宣 12 名東区  筧 雅海 11 岡崎市  平澤 愛子 13 知立市 

前野 富子 68 小牧市  杉原 永一 9 岡崎市  松原 初志 22 みよし市 

大野 有輝 12 あま市  上田 悠翔 12 岡崎市  多田 芳夫 78 蒲郡市 

井戸 颯万 10 大口町  近田 菜緒 11 岡崎市  中村 茉央 11 豊橋市 

森冨 涼羽 11 岡崎市  野口 正子 68 稲沢市  村越 哀琉 11 西尾市 

寺澤 未来 12 美浜町  伊藤 昭徳 75 稲沢市  木澤 美祐 11 名東区 

瀧 妃莉 7 稲沢市  福森 さくら 14 津島市  澤田 有伽 12 武豊町 

内山 つばさ 12 稲沢市  長谷川 心那 15 津島市  山本 菜生 9 幸田町 

高橋 央 10 中川区  足立 星詩乃 14 津島市 

 

吉田 華埜 9 刈谷市 

 

 


