
                                                        

第 22 回 ｢いい歯大好き!!学校審査会｣ 審査結果 
 

 企画部門  

＜最優秀校＞ ･金沢市立高岡中学校  

 令和 3 年度保護者・学校医・学校歯科医と連携した「歯・口の健康」への取組  

    ～歯科保健と食育の双方からのアプローチ～ 

＜優秀賞＞ ･金沢市立野田中学校  

＜努力賞＞ ･金沢市立三谷小学校 ･金沢市立千坂小学校 

 標語部門 【小学生低学年の部】                                 

＜大 賞＞ ･宇野 佐和美 (兼六小１年) 『はがぬけて つぎのぐらぐら どのはかな』 

 ･宮本 玲奈 (戸板小 3 年) 『見せたいな マスクはずして きれいな歯』 

＜優秀賞＞  ･飯田 夏大 (馬場小 1 年)  ･森下 蒼太 (浅野町小 1 年) 

 ･安江 麻都里 (浅野町小 1 年)  ･柳 志歩 (浅野町小 3 年) 

 ･春木 莉七 (額小 1 年)  ･北村 堅佑 (額小 2 年) 

 ･清水 結仁 (額小 3 年)  ･坂田 藍 (中央小 1 年) 

 ･余川 明朱 (犀桜小 3 年)  ･松原 悠月 (犀桜小 2 年) 

 ･池田 涼生 (大徳小 3 年)  ･酒井 理輝 (大徳小 3 年) 

 ･坂本 わか羽 (戸板小 1 年)  ･中川 紗良 (戸板小 2 年) 

 ･小嶋 祐花 (戸板小 2 年)  ･石倉 凌太郎 (戸板小 3 年) 

 ･藤原 有沙 (戸板小 3 年)  ･清水 航己 (戸板小 3 年) 

 ･田内 茉結莉 (伏見台小 2 年)    

【小学生高学年の部】 

＜大 賞＞ ･福島 将真 (犀川小 6 年) 『よくかんで 勉強・スポーツ 二刀流』 

 ･川岸 弥耶 (額小 4 年) 『リンゴ噛む 私の歯型 きれいだな』 

＜優秀賞＞  ･木谷 結愛 (馬場小 6 年)  ･小林 咲穂 (泉野小 5 年) 

 ･酒井 愛心 (大徳小 5 年)  ･五十島 健 (犀川小 5 年) 

 ･倉 大遥 (中央小 4 年)  ･荒木 咲良 (戸板小 4 年) 

 ･北野 照大 (戸板小 5 年)  ･半田 美弥 (戸板小 6 年) 

 ･河崎 英理 (額小 4 年)  ･砂山 美旺織 (額小 6 年) 

 ･西出 羽夏 (額小 6 年)  ･伊藤 鈴夏 (伏見台小 4 年) 

 ･岩城 徹昇 (犀桜小 4 年)  ･牧野 大舞 (森山町小 4 年) 

 ･和泉 昊 (木曳野小 5 年)  ･東 虹実 (木曳野小 4 年) 

 ･西川 大葵 (浅野町小 4 年)  ･馬渕 晴渡 (押野小 6 年) 

 ･坪内 佑太 (南小立野小 4年)  ･小網 海渡 (森本小 6 年) 

【中学生の部】 

＜大 賞＞ ･木谷 陸空 (高尾台中 3 年) 『歯の未来 あるかないかは 君しだい』 

 ･高嶋 蒼太 (森本中 2 年) 『白い歯で 笑う君には 福来たる』 

 ･四十万 楓佳 (高岡中 2 年) 『きれいな歯で待っていよう  

マスクとれる未来まで』 

＜優秀賞＞  ･西田 真実子 (鳴和中 1 年)  ･太田 朝光 (野田中 2 年) 

 ･松川 尚弘 (高尾台中 2 年)  ･土田 悠貴 (高尾台中 2 年) 

 ･宮村 優那 (森本中 1 年)  ･大谷 奏太 (森本中 1 年) 

 ･中村 香菜 (森本中 2 年)  ･山本 姫華 (森本中 3 年) 

 ･東 龍弥 (森本中 3 年)  ･前田 愛結 (高岡中 1 年) 

 



 ミニテーマ部門    『11/8 いい歯の日』コロナに負けるな!歯と口の健康予防大作戦!! 

＜大 賞＞ ･伊藤 詩彩 (大徳小 4 年)  ･富川 陽加 (南小立野小 5 年)  

 ･高村 夏野 (森山町小5年)  ･吉川 青来 (押野小 6 年)  

 ･四十万 楓佳 (高岡中 2 年)  ･柳 沙那 (西南部中 3 年)  

＜優秀賞＞  ･大間 友乃 (大徳小 3 年)  ･酒井 理輝 (大徳小 3 年)  

 ･谷内 ひかり (大徳小 4 年)  ･本間 美伊 (大徳小 6 年)  

 ･坂本 瑚羽 (戸板小 3 年)  ･佐道 心海 (戸板小 3 年)  

 ･江戸 さくら (押野小 6 年)  ･原 ありさ (犀桜小 4 年)  

 ･真舘 利空 (鳴和中 1 年)  ･宮﨑 乃愛 (額中 2 年)  

 ･高尻 瑚々 (額中 3 年)  ･西田 優月 (西南部中 2 年)  

 

 研究部門  

＜大 賞＞ ･杉山 優佳 (大徳小 5 年) 『歯にいいおやつ歯に悪いおやつ』 

＜優秀賞＞  ･岩内 悠弥 (泉野小 6 年)  ･関野 敢太 (泉野小 3 年) 

＜努力賞＞ ･木下 恋倖 (大徳小 6 年)  ･山本 紗来 (泉野小 6 年) 

 ･宮下 心花 (泉野小 6 年)  ･谷 唯世 (森山町小 4 年) 

 

 努力部門  

＜優秀賞＞ ･土屋 真喜志 (戸板小 6 年)     

 


