
                                                        
令和 4 年 10 月 19 日     一般社団法人 金沢市歯科医師会 

第 23 回 ｢いい歯大好き!!学校審査会｣ 審査結果 
 

 企画部門  
＜最優秀校＞ ･金沢市立三谷小学校  
 歯科保健の取組 小規模校の歯科指導実践（エチケット歯みがき DVD 添付） 
＜優秀賞＞ ･金沢市立野田中学校 ･金沢市立額中学校 

   

 標語部門 【小学生低学年の部】                                 
＜大 賞＞ ･本田 崇隆 (兼六小 3 年) 『ママがいう ぬけた歯をみて かわいいね』 
 ･宮 唯姫 (犀桜小 2 年) 『けんこうの スタートちてん おくちのは』 
＜優秀賞＞  ･上山 翔成 (戸板小 1 年)  ･吉村 花穂 (戸板小 1 年) 

 ･藤原 聖名 (戸板小 1 年)  ･坂本 わか羽 (戸板小 2 年) 
 ･安田 紫麻 (三谷小 2 年)  ･北村 彩香 (兼六小 1 年) 
 ･西田 壮希 (泉野小 1 年)  ･松島 遥 (大徳小 3 年) 
 ･谷内 陽彩 (花園小 2 年)  ･山口 翼 (花園小 2 年) 
 ･清水 進次郎 (花園小 3 年)  ･中村 悠介 (中央小 1 年) 
 ･中村 圭介 (中央小 1 年)  ･林 ひなた (中央小 3 年) 
 ･谷猪 日向汰 (額小 1 年)  ･宗田 豹馬 (額小 2 年) 
 ･北村 堅佑 (額小 3 年)  ･駒 優月 (額小 3 年) 
 ･尾谷 颯介 (南小立野小 2年)  ･宮田 珠々 (木曳野小 1 年) 
 ･高嶋 愛里 (米丸小 1 年)  ･橋屋 衣吹 (米丸小 1 年) 

【小学生高学年の部】 
＜大 賞＞ ･離 咲心 (花園小 4 年) 『歯みがきで 目覚めすっきり いい朝だ』 
 ･池田 涼生 (大徳小 4 年) 『なおすより よぼうしたいな かがやく歯』 
＜優秀賞＞  ･加藤 花代 (戸板小 4 年)  ･上野 楓夏 (戸板小 4 年) 

 ･島﨑 翔太 (戸板小 5 年)  ･荒地 美柚 (戸板小 5 年) 
 ･内川 雄斗 (三和小 6 年)  ･竹矢 想愛 (安原小 6 年) 
 ･吉本 ゆかり (兼六小 5 年)  ･北村 隼人 (兼六小 6 年) 
 ･牧畠 楓果 (馬場小 6 年)  ･高村 夏野 (森山町小 6 年) 
 ･平本 隼士 (木曳野小 4 年)  ･北嶋 日七里 (浅野町小 4 年) 
 ･古邊 史佳 (浅野町小 4 年)  ･金田 凌空 (犀桜小 5 年) 
 ･細木 清花 (犀桜小 6 年)  ･徳野 煌己 (額小 5 年) 
 ･馬場 千颯 (額小 6 年)  ･森田 凛空 (額小 6 年) 

【中学生の部】 
＜大 賞＞ ･中川 碧 (額中 3 年) 『白い歯は 金銀よりも 価値がある』 
＜優秀賞＞  ･酢谷 莉子 (野田中 1 年)  ･本谷 泉澄 (高尾台中 1 年) 

 ･新谷 玲力 (高尾台中 2 年)  ･前田 健太 (高尾台中 2 年) 
 ･桑名 朋之進 (高岡中 3 年)  ･横川 妃万里 (森本中 1 年) 
 ･𠮷田 成珠 (森本中 3 年)  ･小川 いずみ (兼六中 1 年) 
 ･谷内 祐希 (兼六中 1 年)  ･橋場 柚乃 (兼六中 1 年) 
 ･木村 彩花 (兼六中 2 年)  ･石黒 流輝 (兼六中 2 年) 
 ･中西 愛美 (兼六中 3 年)    

 
 



 
 ミニテーマ部門   『11/8 いい歯の日』歯や口の健康に良いおやつやデザートを考えてみよう! 

＜大 賞＞ ･杉山 優佳 (大徳小 6 年) ＊カルシウムたっぷりカリカリトースト 
   ＊えびのりいそべもち 
   ＊豆腐とひじきのドーナツ 
 ･谷内 ひかり (大徳小 5 年) ＊ウキウキぷにゅぷにゅおやつこんにゃく 
 ･高村 夏野 (森山町小 6 年) ＊マシュマログラノーラ 
 ･室田 美月 (犀桜小 6 年) ＊ごまとチーズ入りクッキー 

＜優秀賞＞  ･佐藤 紗和子 (泉野小 5 年)  ･脇坂 柚凪 (大徳小 5 年)  
 ･坂本 葵 (木曳野小 5 年)  ･西村 環花 (木曳野小 6 年)  
 ･徳田 結衣 (木曳野小 6 年)  ･坂本 瑚羽 (戸板小 4 年)  
 ･中村 葉音 (戸板小 4 年)  ･島﨑 翔太 (戸板小 5 年)  
 ･北森 真百合 (森山町小 2 年)  ･湊 晃士朗 (犀桜小 2 年)  
 ･宮 唯姫 (犀桜小 2 年)  ･宮田 丈太朗 (犀桜小 3 年)  
 ･服部 華子 (犀桜小 3 年)  ･嶽 佑奈 (犀桜小 6 年)  
 ･浅田 すず (兼六中 2 年)  ･中野 紗良 (兼六中 2 年)  
 ･西野 真生 (兼六中 3 年)  ･岩下 あんじ (額中 3 年)  

 
 研究部門  

＜大 賞＞ ･杉山 優佳 (大徳小 6 年) 『私の歯みがき大研究』 
＜優秀賞＞  ･伊藤 詩彩 (大徳小 5 年) 『酸で歯が溶ける?! 

自分の歯を守るためにできることは何か』 
 
 

 
 


