
愛知県保険医協会 

２０２０年度よい歯デー絵手紙コンテスト審査結果 
 

愛知県保険医協会歯科部会では 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「みんなの健康 お口から」をテーマに絵手紙を募集し、県内の小中学校を中心に６０２点の作品

が寄せられました。歯科部員による審査の結果、最優秀賞は丹羽 えみ子さん（豊田市・７０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】 ６０２点（小・中学校など団体…３１団体、個人…３６件） 

 

【最優秀賞】 １点 

丹羽 えみ子さん（豊田市・７０歳） 

 

【優秀賞】 ４点 

猪原 麗さん（広島県福山市・３３歳）    福井 晴基さん（常滑市・７歳） 

臼井 彩乃さん（長野県松本市・１０歳）   森本 敬子さん（奈良市・４７歳） 

 

【入選】 ７点 

田中 小春さん（知多市・１２歳）   池山 花さん（岡崎市・１２歳） 

山田 涼夏さん（岡崎市・１２歳）   後藤 舞帆さん（岡崎市・１１歳） 

浦山 久実さん（津島市・１２歳）   藤田 和花さん（緑区・１２歳） 

鈴木 颯真さん（西区・１０歳） 

 

 

※ 【佳作】 １００点 受賞者名は裏面 

 

 

 

 

 

 



 

【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 

髙木 夕佳 12 豊明市  枩本 結衣 12 一宮市  成田 笑瑠 6 知多市 

伊藤 凛子 11 豊明市  植田 健大 12 一宮市  飯田 大和 12 知多市 

京本 悠花 10 豊明市  田中 優希 10 幸田町  加古 一笑 10 知多市 

石川 未羽 17 福島県  足立 結茉 10 幸田町  村松 蘭奈 10 豊橋市 

猪原 羽琉 5 広島県  富田 天花 8 岡崎市  森口 叶羽 9 阿久比町 

新庄 すが江 59 横浜市  伴 楓馬 7 岡崎市  中島 瑠菜 8 阿久比町 

安永 絢音 12 瀬戸市  中山 遥翔 8 岡崎市  大澤 航也 7 阿久比町 

松原 柊斗 11 瀬戸市  岡田 絢愛 8 岡崎市  尾崎 理之武 8 阿久比町 

永田 時飛斗 11 瀬戸市  小久保 優真 8 岡崎市  太田 百華 11 津島市 

山本 房江 78 岡崎市  なりた さち 8 岡崎市  古川 陽生 12 津島市 

早稲田 新 10 美浜町  松本 実暖 11 岡崎市  髙橋 奏吾 8 緑区 

榊原 恭之介 10 美浜町  永井 綾 8 岡崎市  西田 紗葵 9 緑区 

福山 里緒 12 岡崎市  舟見 華 10 岡崎市  西田 隼也 12 緑区 

鼻 唯夏 12 岡崎市  倉敷 莉子 11 岡崎市  杉山 梨夏 12 西区 

市川 夏羽 9 岡崎市  山本 悠莉 10 岡崎市  小出 翔馬 11 西区 

永井 琉惺 10 岡崎市  杉浦 希咲 11 岡崎市  村瀬 太一 10 西区 

赤城 アヤ 10 岡崎市  鎌倉 希光 7 岡崎市  北川 さら 7 天白区 

田中 更紗 12 岡崎市  鈴木 颯将 7 岡崎市  河部 詩奈乃 12 天白区 

天野 沙羅 12 岡崎市  小林 千恭 7 岡崎市  阪口 侑希人 11 天白区 

伊庭 遥菜 12 岡崎市  加藤 志ま子 70 みよし市  藤本 聖音 10 天白区 

杉田 ゆかり 12 岡崎市  西本 創 8 知多市  上石田 毬萌 11 天白区 

菰田 圭哉 12 田原市  関根 あかり 6 西区  奥村 元規 30 天白区 

黒崎 莉愛 11 田原市  川口 結愛 7 大阪府  平井 照子 80 みよし市 

位田 奈月菜 11 田原市  川口 緋鞠 6 大阪府  佐藤 さくら 8 岐阜県 

高木 里菜 14 武豊町  有木 定義 71 岐阜県  滝 双葉 12 江南市 

齋藤 琴音 15 武豊町  友利 紗寧 11 緑区  倉橋 葉子 62 豊橋市 

徳倉 碧葉 14 中川区  野﨑 あおい 11 緑区  伊藤 靖代 71 豊橋市 

牧野 茂子 71 北区  竹内 春文 79 港区  岩瀬 輝信 62 蒲郡市 

榊原 秋枝 79 守山区  木村 陽茉葵 8 瑞穂区  腰越 悦子 52 東京都 

上田 心美 12 大口町  木村 莉衣奈 5 瑞穂区  橋本 大輝 11 一宮市 

小澤 美波 11 大口町  松山 心花 11 天白区  森 夏蓮 12 一宮市 

土居 実桜 12 大口町  畔栁 帆希 11 岡崎市  浅野 心菜 11 一宮市 

川添 夢芽 12 一宮市  村田 みのり 12 知多市 
 

   

右橋 ここ 12 一宮市  中村 佳音 12 知多市     

 


