
２０２２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

「口からはじまる 健康づくり」をテーマに絵手紙を募集し、県内の小中学校を中心に 1197 点の作品が寄せられ

ました。歯科部員による審査の結果、最優秀賞は氏木愛子さん（稲沢市・10 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 1197点（小・中学校など団体…４２団体、個人…81人） 

【最優秀賞】 １点 

なまえ 年齢 市区町村 

氏木 愛子 10 稲沢市 

 

【優秀賞】 ４点 

なまえ 年齢 市区町村 

堀内 旬子 56 大阪府 

青山 結飛 9 豊田市 

内藤 すみれ 12 豊田市 

近藤 若菜 14 東区 

 

【入選】 ７点 

なまえ 年齢 市区町村 

春名 美子 46 岡崎市 

加治木 汐音 7 阿久比町 

出村 紗雪 11 豊田市 

下舘 新星 12 豊田市 

伊藤 環那 12 北区 

藤井 梨々菜 9 知立市 

佐伯 実優 9 西区 

 

 

 

 

 

 

 

https://aichi-hkn.jp/


 

【佳作】 １００点 （順不同、敬称略） 

なまえ 
年

齢 
市区町村 なまえ 

年

齢 
市区町村 名前 

年

齢 
市区町村 

岡本 敦子 45 兵庫県 上瀧 国保 67 北区 田中 瑞希 14 扶桑町 

西畑 七海 6 神奈川県 加藤 陸乃 28 中村区 近藤 海都 11 瑞穂区 

鬼頭 昌子 80 緑区 熊谷 茜 7 豊田市 後藤 美結 11 瑞穂区 

堀田 照子 73 安城市 加藤 煌大 8 豊田市 松尾 優依 12 瑞穂区 

横山 みつは 8 中村区 磯谷 夏花 8 豊田市 藤本 芽依咲 6 瑞穂区 

林 慧衣子 7 千種区 さいとう ゆの 7 豊田市 奥井 一花 9 瑞穂区 

横田 千明 10 美浜町 菅山 芽生 8 豊田市 宮崎 汐里 9 瑞穂区 

寺澤 蒼葵 12 美浜町 白木 佳華 10 豊田市 山本 太智 11 知立市 

早稲田 新 12 美浜町 足駕 美玖 10 豊田市 石川 陽菜 11 知立市 

小野 敦子 84 岡崎市 松本 千花 11 豊田市 大川 すみれ 11 豊田市 

安藤 汰一 10 豊川市 井元 明穏 11 豊田市 林 あいり 12 豊田市 

山口 翔 10 豊川市 高木 凜花 11 豊田市 味岡 璃旺 14 幸田町 

一柳 颯希 12 天白区 川久保 希星 11 豊田市 工藤 晴 11 天白区 

水野 希咲 10 天白区 平井 照子 82 みよし市 中村 研人 8 天白区 

岡田 梓吹 12 大口町 坪内 いろは 11 名東区 吉川 敦登 12 天白区 

鈴木 羅生 11 大口町 松下 愛 11 名東区 バンブニュータオ 11 天白区 

早瀬 みのり 11 春日井市 中神 正 74 豊橋市 野中 柚樹 9 天白区 

石尾 真希子 49 富山県 齊藤 慶介 11 岡崎市 林 朔太郎 10 西区 

谷吉 佑歌梨 43 兵庫県 鈴木 良来 10 岡崎市 稲垣 ゆき子 68 みよし市 

小川 彩音 11 瀬戸市 下原 真由 44 福岡県 大和 祐奈 12 知多市 

ベラスコジェームス 11 瀬戸市 勝 花音 12 津島市 豊崎 優波 12 西区 

刑部 結惟 11 瀬戸市 小林 由奈 13 新城市 後藤 舞帆 12 岡崎市 

佐藤 凛乃介 13 武豊町 平澤 空 13 新城市 堀 彩夏 10 昭和区 

山内 みのり 8 豊田市 髙尾 麗月 13 新城市 和志武 希美 11 天白区 

白川 そうま 7 豊田市 牧田 実久 7 瑞穂区 石畔 はな 11 幸田町 

大村 泰史 37 兵庫県 岡崎 礼 12 瑞穂区 大滝 仁瑚 12 一宮市 

高野 瑞基 6 阿久比町 宮崎 遥斗 11 瑞穂区 中島 千里 10 一宮市 

竹内 佐那 10 阿久比町 中嶋 星花 11 瑞穂区 岩崎 実宙 13 東区 

竹内 晴海 10 阿久比町 相星 健斗 9 豊田市 北林 梨世 14 東区 

早川 寧音 11 阿久比町 塩野 羽菜 8 豊橋市 村上 絢理 14 東区 

平松 暖 6 阿久比町 粕谷 利恵 78 昭和区 横井 利玖 14 東区 

三冨 鈴葉 6 阿久比町 岩井 蒼昊 11 北区 山本 夢翔 11 幸田町 

千賀 三枝子 72 岡崎市 後藤 さくら 11 北区      

上瀧 久美江 68 北区 肥後 咲月 10 北区      

 


