
２０１７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、県内の小中学校を中心に１２３３点の作品が

寄せられました。歯科部員による審査の結果、最優秀賞は林 万柚子さん（尾張旭市・１７歳）の作品に決

定した他、優秀賞から佳作までに１１１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】１２３３点（小・中学校など団体…５９団体、個人…３１件） 

 

【最優秀賞】 １点 

林 万柚子さん（尾張旭市・１７歳） 

 

【優秀賞】 ４点 

小原井 迪さん（豊田市・７歳）、高橋 萌花さん（額田郡幸田町・１１歳）、 

多田羅 涼叶（岡崎市・１２歳）、新庄 すが江さん（横浜市磯子区・５６歳） 

 

【入選】 ７点 

浅井 美羽さん（名古屋市北区・１０歳）、磯野 翁芯さん（名古屋市千種区・１１歳）、 

永井 琴音さん（知多市・１２歳）、濵島 綾乃さん（常滑市・１１歳）、 

林 凛さん（岡崎市・１２歳）、吉村 花さん（名古屋市千種区・１０歳）、 

近藤 とみ子さん（みよし市・６８歳） 

 

 

※ 【佳作】 １００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（４点） 図書カード５，０００円分 

入選（７点） 図書カード２，０００円分 

佳作（１００点） 図書カード５００円分 

 



 

【佳作】 １００点  （順不同、敬称略） 

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 

佐野 蒼斗 9 豊田市  清水 ひかり 10 岡崎市  内ケ島 丈翔 4 北区 

鈴本 八雲 12 豊田市  今泉 花音 11 岡崎市  河原 秀弥 8 北区 

澤田 琉暉 9 豊田市  鈴木 海桜 11 岡崎市  河合 泰成 7 北区 

成瀬 幸弥 10 豊田市  瀬尾 日向 12 岡崎市  安岡 璃子 7 北区 

大畑 こはる 12 瀬戸市  加藤 陽采 12 岡崎市  菱田 彩 12 名東区 

竹内 春文 76 港区  坂下 ひかり 8 北区  横山 大助 10 岡崎市 

加藤 ここね 8 豊田市  柴田 海 12 美浜町  宗園 帆乃花 13 港区 

中屋 蒼生 11 岡崎市  田中 雅斗 11 知多市  大野 二葉 12 緑区 

水野 恵太 10 千種区  大澤 雪乃 11 知多市  清水 平 11 緑区 

木村 結愛 10 東区  永田 晴基 12 知多市  森川 七葉 12 緑区 

杉本 心優 11 中村区  豊丸 陽太 12 知多市  清水 里緒菜 14 中村区 

竹川 真央 11 中村区  伊藤 陽奈 12 知多市  竹田 まりあ 15 岡崎市 

今村 梨乃 11 中村区  高松 歩美 12 知多市  岩瀬 空 10 岡崎市 

廣部 智香 10 中村区  伊藤 未結 11 知多市  稲垣 凛 11 岡崎市 

伊藤 永泰 11 中川区  村上 まこと 10 千種区  三角 彩月 12 常滑市 

上野 唄子 7 豊田市  鈴木 萌心 12 大口町  泉 佳奈 7 常滑市 

福田 侑未 12 幸田町  永津 好乃香 10 大口町  吉川 采智 4 阿久比町 

馬場 汐由那 11 幸田町  鈴木 実 72 小牧市  籾山 由希奈 10 阿久比町 

岡本 綾華 11 緑区  田代 尚也 12 中川区  上野 楓馬 9 阿久比町 

松下 一馬 10 緑区  秋元 紅葉 12 瀬戸市  笹本 凌佑 10 西区 

澤田 埜亜 9 緑区  石川 奏波 10 蒲郡市  辻田 ひより 10 西区 

大塚 拓己 12 天白区  傳田 陽香 28 蒲郡市  山田 嵩人 12 津島市 

秋山 飛龍 11 天白区  牧内 愛海 11 蒲郡市  李 美嘉 11 一宮市 

新美 亮介 11 天白区  市川 莉緒 12 蒲郡市  中山 悠 12 天白区 

瀬口 大介 12 天白区  高橋 春輝 12 蒲郡市  赤嶺 陸 12 天白区 

松山 結菜 12 天白区  佐橋 茉咲 12 一宮市  笹本 ゆり子 11 愛西市 

千葉 萌花 10 天白区  小笠原 菜有 11 一宮市  蔭山 幸奈 12 愛西市 

山口 秀子 67 一宮市  細川 陸斗 10 豊田市  早田 未来 12 愛西市 

柘植 健太郎 12 岩倉市  山下 穂夏 10 豊田市  高柳 勇佑 11 岡崎市 

三原 佐織 9 刈谷市  宮崎 玲未 10 豊田市  神野 杏奈 12 岡崎市 

青山 初音 7 岡崎市  吉村 洸希 10 豊田市  吉橋 陽夢 11 岡崎市 

黒屋 颯斗 9 岡崎市  山本 倖羽 10 豊田市  横城 利沙 9 緑区 

小林 墾功 10 岡崎市  渕上 莉緒 10 豊田市 

 

   

二ノ宮 舞雪 8 刈谷市  小島 菜子 11 豊明町     

 


