
２０２１年度よい歯デー絵手紙コンテスト 

審査結果のお知らせ 
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「コ

ロナにまけるな!!歯みがきが守る からだとこころ」をテーマに絵手紙を募集し、県内の小中学校を中心に 11８３点

の作品が寄せられました。歯科部員による審査の結果、最優秀賞は山田初花さん（広島市・１４歳）の作品に決定

し、優秀賞から佳作まで計１１２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。 

入賞作品（112 点）は別紙の通りの展示会での展示と併せまして、６月から「愛知県保険医協会」のホームペー

ジに掲載しますので、ぜひご覧下さい。 

ホームページアドレス （https://aichi-hkn.ｊp/） 

 

〇応募総数 １１８３点（小・中学校など団体…58団体、個人…126人） 

【最優秀賞】 １点 

なまえ 年齢 市町村 

山田 初花 14 広島市 

 

【優秀賞】 ４点 

なまえ 年齢 市町村 

藤原 由宇 11 名古屋市南区 

松本 千花 10 愛知県豊田市 

岡本 來夢 13 愛知県新城市 

緒方 佳代 53 宮崎県宮崎市 

 

【入選】 ７点 

なまえ 年齢 市町村 

廣瀬 春佳 12 愛知県丹羽郡大口町 

檜垣 好乃 12 名古屋市天白区 

厚味 奈幸 11 愛知県知多郡武豊町 

北村 亜湖 12 愛知県岡崎市 

浅野 杏里 12 愛知県岡崎市 

関岡 ミラ 12 横浜市 

荒井 志乃 11 名古屋市天白区 

 

 

 

 

 

 

 

https://aichi-hkn.jp/


 

【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 

近藤 萌杏 11 豊明市 林 万柚子 21 尾張旭市 後藤 詩歩 10 岡崎市 

武市 蘭 12 豊明市 戸高 駿貴 9 守山区 林 花音 11 知多市 

ファティ ライアン 
フィルズ 

11 豊明市 杉浦 圭 11 岡崎市 匿名希望 14 豊田市 

三浦 脩平 12 豊明市 崔 準 14 中区 岡本 京華 11 緑区 

小林 桜子 28 青森県 松本 奈々世 14 中区 飯田 百香 8 緑区 

菊井 稜菜 13 大阪府 杉山 希花 14 中区 西田 紗葵 10 緑区 

日野 楓花 14 知立市 真杉 遼 11 額田郡幸田町 山田 咲花 14 広島市 

上野 綾夏 12 南区 畑 寿哉 7 豊田市 鵜飼 瑛斗 11 一宮市 

山村 柚乃 8 豊田市 藤崎 ののか 8 豊田市 森 唯人 11 あま市 

はしもと りゅうや 8 豊田市 中村 柊斗 8 豊田市 小島 帆乃夏 13 西区 

大須賀 暉一 7 豊田市 畑 和希 11 豊田市 花井 美月 6 知多郡阿久比町 

林 希音 8 豊田市 倉岡 紗羅 12 豊田市 森田 文吾 9 知多郡阿久比町 

小出 大翔 12 西区 長谷川 綾華 12 豊田市 木村 心々桜 7 兵庫県 

林 峻太郎 12 西区 大谷 美由 12 豊田市 平田 有 13 新城市 

木村 莉衣奈 6 岐阜県 遠山 花音 11 豊田市 服部 彩花 11 額田郡幸田町 

三石 良人 72 豊橋市 安藤 康佑 10 一宮市 種村 心花 13 新城市 

板垣 英津子 76 豊橋市 小塩 教佳 10 一宮市 杉浦 佑真 10 西尾市 

社本 もも花 11 丹羽郡大口町 片岡 祐太 12 一宮市 山本 あん 36 中村区 

岩本 瑞生 10 額田郡幸田町 中島 凜子 11 一宮市 岡本 敦子 44 兵庫県 

鈴木 莉子 10 額田郡幸田町 黒田 侑里奈 28 大府市 加藤 智千 12 岡崎市 

石川 莉帆 10 額田郡幸田町 近藤 匠晟 4 豊橋市 新山 芽生 13 丹羽郡扶桑町 

垣見 南夕子 14 春日井市 近藤 愛椰 6 豊橋市 小島 実心花 10 天白区 

茶谷 璃々葉 12 知多郡美浜町 太田 翔也 9 岡崎市 新家 ルシア 13 東区 

坂井 綾 31 福岡県 杉山 弘樹 9 岡崎市 伊藤 美香 13 東区 

安田 彩羽 8 天白区 手島 光希 9 岡崎市 夏目 華 35 春日井市 

松本 楓 11 天白区 石川 壮志 12 岡崎市 佐藤 さくら 9 岐阜県 

湯浅 風香 12 天白区 蒲野 泰史 10 岡崎市 東海林 瞳 42 山形県 

鈴木 彩音 14 知多郡武豊町 鈴木 雄善 11 岡崎市 渡部 真喜子 65 福島県 

鈴木 ひなた 9 豊田市 濱 心琴 12 岡崎市 高橋 心 6 兵庫県 

三根 夏帆 9 豊田市 市川 夏羽 10 岡崎市 林 香織 34 福岡県 

土居 愛梨 8 半田市 天野 瑞涼 12 岡崎市 家城 歓大 11 津島市 

池田 侑誠 10 昭和区 佐野 瑛美 12 岡崎市 岩本 和心 9 埼玉県 

山川 瑛太 10 千種区 ひが あんな 12 岡崎市      

伊吹 七夏 11 中川区 山本 倖平 12 岡崎市      

 


