
２０１８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、県内の小中学校を中心に１１１３点の作品が寄せられ

ました。歯科部員による審査の結果、最優秀賞は森本充恵さん（安城市・４６歳）の作品に決定した他、

優秀賞から佳作までに１１１点の作品を選出しました。入賞者の氏名は下記の通りです。 

 

 

【応募総数】１１１３点（小・中学校など団体…４９団体、個人…４２件） 

 

【最優秀賞】 １点 

森本 充恵さん（安城市・４６歳） 

 

【優秀賞】 ４点 

鈴木 瑠奈さん（幸田町・１１歳）  西田 紗葵さん（緑区・７歳）、 

齋藤 好花さん（西尾市・１４歳）  左右田 照燿さん（岡崎市・１２歳） 

 

【入選】 ７点 

古賀 菜花さん（山口県・２５歳）  山下 勇気さん（豊明市・１１歳） 

豊島 もえさん（北区・１２歳）   山内 紬良さん（刈谷市・９歳） 

緑川 桜さん （東区・１２歳）   緑川 愛さん（東区・１２歳） 

蜂須賀 大智さん（幸田町・１２歳） 

 

 

※ 【佳作】 １００点（裏面をご覧ください） 

 

 

 

 

 

 



 

【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 

渡辺 和徳 38 広島県  金澤 昂晟 11 幸田町  猪熊 孝太 9 刈谷市 

牛田 正行 56 千種区  間宮 涼太 12 幸田町  栂 志宗 9 刈谷市 

奥野 文望 12 豊明市  齋藤 のぞみ 12 幸田町  大橋 咲希 9 刈谷市 

田口 実夢 11 豊明市  小笠原 美津江 73 阿久比町  山田 悠椰 14 一宮市 

藤本 現太 11 豊田市  中村 真琴 10 西区  中山 優依 13 豊川市 

米長 小都 10 豊田市  水谷 柚茜 10 西区  伊藤 弥生 8 天白区 

浦野 迅 12 豊田市  田中 佑磨 11 西区  鈴木 遥 11 天白区 

小原井 迪 8 豊田市  関山 花乃 11 西区  水野 蒼士 12 天白区 

中野 大地 10 豊田市  奥町 日南 12 西区  鈴木 ひかる 11 天白区 

熊谷 陽菜 12 大口町  山本 碧 12 西区  池田 亜里紗 12 天白区 

山田 小雛 11 大口町  山口 秀子 68 一宮市  今村 駈 7 天白区 

宇佐美 怜杏 11 大口町  平山 侑夏 7 緑区  小川 紗葵 11 江南市 

片山 莉輝斗 12 美浜町  森本 留未 9 安城市  杉原 こころ 11 江南市 

金田 雄一郎 8 設楽町  山本 梨央奈 10 中川区  茂原 有希 10 岡崎市 

金子 美咲紀 11 豊橋市  西片 美月 10 中川区  小屋 翔子 10 岡崎市 

辰田 遼丞 11 豊橋市  吉村 ソフィ 11 中川区  中村 心春 12 岡崎市 

佐橋 朋樹 12 安城市  近藤 あみ 10 蒲郡市  加藤 晴香 11 愛西市 

早川 未咲 11 安城市  傳田 陽香 29 蒲郡市  小林 晴 12 愛西市 

大山 紗菜 11 安城市  宮下 なな 7 中村区  梶浦 佐織 12 愛西市 

竹本 麟太郎 10 名東区  今村 きり 8 中村区  和歌 勇樹 11 豊明市 

有木 定義 69 岐阜県  石井 恋夕 9 中村区  横山 敬三 10 豊明市 

伊東 夢結 7 知多市  安藤 和子 8 岡崎市  伊藤 芳時 11 あま市 

上村 幸綺 11 知多市  松本 蓮 9 岡崎市  篠原 龍哉 12 天白区 

坂口 由依 11 知多市  青山 寧々 9 岡崎市  浅野 広宜 12 天白区 

大澤 雪乃 12 知多市  山本 篤輝 9 岡崎市  市川 ひまり 14 一宮市 

岡本 綾華 12 緑区  川治 利空 8 岡崎市  濱野 由奈 10 東区 

大田 晴花 12 緑区  小林 柚太 12 岡崎市  野村 愛結 12 津島市 

西田 隼也 10 緑区  笹原 明音 11 岡崎市  垣見 彩乃 12 津島市 

齊藤 弘樹 11 緑区  加藤 遙 11 岡崎市  ブラジル メル 12 岡崎市 

松下 一馬 11 緑区  山田 百々花 12 岡崎市  齋藤 煌太 10 一宮市 

白井 真衣 9 緑区  市川 瑛葉 12 岡崎市  日比野 いのり 8 岐阜県 

墨江 葵 12 幸田町  青山 留果 12 岡崎市  石田 拓也 12 一宮市 

鈴木 暖空 11 幸田町  衣斐 菜月 9 刈谷市 

 

   

平田 悠馬 12 幸田町  松本 亜美 10 刈谷市     

 


