
２０１９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９２３点の作品が寄せられま

した。歯科部員による審査の結果、最優秀賞は矢田 久実さん（大府市・２９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】９２３点（小・中学校など団体…４８団体、個人…２８件） 

 

【最優秀賞】 １点 

矢田 久実さん（大府市・２９歳） 

 

【優秀賞】 ４点 

林 勇大さん（半田市・６歳）     白倉 まゆみさん（東京都・４５歳）、 

平野 ひめのさん（豊田市・１２歳）  平野 花さん（半田市・３歳） 

 

【入選】 ７点 

山田 涼夏さん（岡崎市・１１歳）   市岡 哲夫さん（京都府・６７歳） 

山下 勇気さん（豊明市・１２歳）   飯尾 楓莉さん（岩倉市・１２歳） 

平野 由理さん （半田市・６歳）   杉山 花凛さん（岡崎市・１２歳） 

佐藤 颯夏さん（豊明市・１１歳） 

 

 

※ 【佳作】 １００点 

 

 

 

 

 

 



 

【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 

伊藤 香帆 11 美浜町  谷川 佳乃子 12 岡崎市  稲木 元葉 14 中区 

柴田 花蓮 10 豊明市  中島 駿太 6 阿久比町  登美 龍之介 7 岡崎市 

石川 莉緒 11 豊明市  小寺 未煌 9 天白区  江崎 修平 10 幸田町 

髙木 夕佳 11 豊明市  有木 定義 70 岐阜県  杉浦 亜月 11 蒲郡市 

菊池 洋杜 20 豊明市  新庄 すが江 58 神奈川県  天野 そな 10 蒲郡市 

丹羽 えみ子 69 豊田市  柴山 永樹 10 豊田市  山口 海人 11 蒲郡市 

福井 琴乃 12 守山区  船橋 結菜 11 西区  吉岡 花 9 蒲郡市 

坂井田 純平 11 豊明市  松丸 智子 60 千葉県  前畑 幸羽 11 天白区 

山宮 七歩 12 岡崎市  金澤 弘晟 12 幸田町  原田 りよ 12 天白区 

笹原 明音 12 岡崎市  古田 明香音 11 幸田町  赤津 凛音 8 天白区 

清水 ひかり 12 岡崎市  梅村 麻織 12 幸田町  河野 幸 37 天白区 

吉武 果穂 9 岡崎市  渡邊 聡美 11 幸田町  藤田 和花 11 緑区 

鈴木 ましろ 9 岡崎市  竹内 維那 11 幸田町  澤田 埜亜 11 緑区 

木下 怜 9 岡崎市  石田 あみ 11 幸田町  井之上 由奈 11 緑区 

鈴木 将義 11 岡崎市  水谷 美恵子 65 東浦町  小林 美奈 12 緑区 

長坂 夏空 7 岡崎市  髙木 結都 13 豊明市  西尾 橙哉 7 緑区 

鈴木 志門 7 岡崎市  福島 圭悟 13 豊明市  林 穂乃果 12 緑区 

小林 史昂 7 岡崎市  織田 忠行 83 北区  田中 綾音 14 天白区 

山本 悠莉 9 岡崎市  尾崎 史子 54 江南市  石井 千咲子 14 中村区 

杉浦 希咲 10 岡崎市  田中 結菜 11 江南市  大島 誓太 8 瑞穂区 

松本 蓮 10 岡崎市  成瀬 柚香 11 江南市  中村 椛乃 7 常滑市 

永井 綾 7 岡崎市  淺井 英憲 11 一宮市  土田 菜々美 12 半田市 

山口 あやた 8 岡崎市  熊﨑 由衣 11 一宮市  森 利歌呼 12 半田市 

杉浦 広太郎 8 岡崎市  小川 苺 12 愛西市  早川 優人 12 半田市 

山本 美緒 8 岡崎市  坂口 とうま 11 愛西市  茶谷 たくる 8 東海市 

山田 ゆいか 8 岡崎市  和歌 勇樹 12 豊明市  勝山 実愛 11 大口町 

炭山 大翔 7 岡崎市  横山 敬三 11 豊明市  松岡 あおい 12 大口町 

坂下 柊人 11 瀬戸市  天野 豊維 13 昭和区  加賀 諒哉 11 津島市 

安永 絢音 11 瀬戸市  光田 心々愛 11 稲沢市  土井 羽海 6 常滑市 

竹内 洋子 75 港区  清水 春香 12 田原市  岩田 奈々 10 一宮市 

山本 かれん 11 昭和区  中芝 恋羽音 11 田原市  牧 ひかり 11 一宮市 

杉村 悠花 9 豊田市  有賀 万紘 8 中村区  佐分 友哉 10 一宮市 

杉村 友花 7 豊田市  宮下 奈々 8 中村区 

 

   

柴 七海 11 豊田市  水野 礼菜 12 知多市     

 


