
令和３年度宮城県歯・口の健康啓発 

標語コンクール 審査結果 

最 優 秀 賞 

歯は一生 わたしをささえる パートナー 

岩沼市立玉浦小学校 ３年 三浦真依 

優 秀 賞 

マスクの中 いつもにこにこ きれいな歯

白石市立越河小学校 ５年 齋藤葵子 

まいにちみがこう はとこころ 

登米市立米川小学校 １年 佐藤結菜 

白い歯と かめる幸せ 永遠に 

登米市立米川小学校 ５年 佐藤美尋 

楽しみを 共に味わう 自慢の歯 

気仙沼市立気仙沼中学校 １年 小野寺美月 



令和３年度宮城県歯・口の健康啓発 

標語コンクール 審査結果 

佳  作 

強い歯は 口のけんこう 体のけんこう 

仙台市立生出小学校 ３年 川村恵茉 

自慢の歯 歳を重ねて 宝物 

岩沼市立岩沼小学校 ６年 森下怜央 

はをみがく 百年たっても むしばなし 

登米市立米川小学校 ２年 後藤 到 

いつまでも 百年白い歯 丈夫な歯 

気仙沼市立中井小学校 ６年 鈴木友惺 

食事中 かめば かむほど 健康に 

仙台市立五城中学校 １年 佐藤璃香 



令和３年度宮城県歯・口の健康に関する 

図画・ポスターコンクール 審査結果 

小学校低学年の部 

最 優 秀 賞 

岩沼市立岩沼小学校 ３年伊藤月乃 

優 秀 賞 

岩沼市立岩沼西小学校 丸森町立大張小学校 

１年 尾形怜奈 2 年 永沼新汰 



令和３年度宮城県歯・口の健康に関する 

図画・ポスターコンクール 審査結果 

小学校高学年の部 

最 優 秀 賞 

岩沼市立玉浦小学校 ６年 髙橋みう 

優 秀 賞 

石巻市立開北小学校 美里町立不動堂小学校 

５年 米澤 花 4 年  新田結以  



 

 

 

 

令和３年度宮城県歯・口の健康に関する 

図画・ポスターコンクール 審査結果 
 

中学校の部 

最 優 秀 賞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
登米市立登米中学校 ３年 柴田コウ 

 
優 秀 賞 

 
 
 
 
 
 
 

仙台市立東華中学校      岩沼市立玉浦中学校 

３年 林 果奈         2 年 森 心結 



特別賞
幼稚園・学校 園⻑・学校⻑ 養護教諭 園⻭科医・学校⻭科医
該当なし

最優秀園・学校
幼稚園・学校 園⻑・学校⻑ 養護教諭 園⻭科医・学校⻭科医

①幼稚園の部
該当なし

②⼩学校の部
気仙沼市⽴中井⼩学校 櫻 井 美佐⼦ 菅 原 壽美⼦ 佐 藤   晶

③中学校の部
気仙沼市⽴唐桑中学校 吉 ⽥ 純 ⼀ 佐々⽊ 海 ⾹ 佐 藤   晶

④⾼等学校の部
該当なし

⑤特別⽀援学校の部
宮城県⽴⾓⽥⽀援学校⽩⽯校 浅 野 ⾼ 宏 村 上 加奈⼦ 千⽊良 あき⼦

優秀園・学校
幼稚園・学校 園⻑・学校⻑ 養護教諭 園⻭科医・学校⻭科医

①幼稚園の部
宮城教育⼤学附属幼稚園 ⽊ 下 英 俊 舘 岡 悠 ⾥ 中 條 幸 ⼀

②⼩学校の部
宮城教育⼤学附属⼩学校 ⻄ 城   潔 ⼤ 場 亜 珠 中條幸⼀・⼭本未央
川崎町⽴川崎第⼆⼩学校 葛 原 裕 ⼦ 富 ⽥ 美 穂 鈴 ⽊ 正 規

③中学校の部
該当なし

④⾼等学校の部
該当なし

令和３年度 宮城県健康な⼝腔とよい⻭の幼稚園・学校表彰



⼊選園・学校
幼稚園・学校 園⻑・学校⻑ 養護教諭 園⻭科医・学校⻭科医

①幼稚園の部
該当なし

②⼩学校の部
仙台市⽴東⼆番丁⼩学校 堤   英 俊 太 ⽥ ⾹ ⼦ 磯   清 純 
仙台市⽴⽴町⼩学校 滝 川 真智⼦ 岩 ⽥ 礼 ⼦ ⿊ 澤 祐 ⼀ 
仙台市⽴南材⽊町⼩学校 ⼩野寺 治 歌 佐 藤 直 ⼦ 安 藤 弘 道 
仙台市⽴荒町⼩学校 ⽥ 辺 泰 宏 煤 ⽥ 和 恵 平 ⽥ 政 嗣 
仙台市⽴北六番丁⼩学校 ⿇ ⽣ 信 ⾏ 三 神 久実⼦ 千 葉   智 
仙台市⽴⼩松島⼩学校 福 ⽥ 幸 信 熊 ⾕ 陽 ⼦ 吉 野 英 司 
仙台市⽴宮城野⼩学校 鈴 ⽊ 伸 茂 五⼗嵐 かほ⾥ 千葉宏・横⼭直道
仙台市⽴中野栄⼩学校 ⼭ 澤 ⼀ 郎 今 野 貴 ⼦ ⽥ 村   隆 
仙台市⽴枡江⼩学校 ⽑ 利 雄 ⼀ 杉   仁 美 ⻑ ⾕ 剛 史 
仙台市⽴郡⼭⼩学校 ⼩ 崎 功 ⼆ 洞 ⼝ 美奈⼦ 坪 ⽥   真 
仙台市⽴幸町南⼩学校 伊 藤 公 ⼀ 五⼗嵐 たえ⼦ 平     剛
仙台市⽴根⽩⽯⼩学校 鶴 ⽥ 忠 幸 ⼩ 野 ちひろ 早 坂 正 博 
仙台市⽴桂⼩学校 ⾈ ⼭ 秀 ⼈ 廣 島   潤 吉 ⽥ 智 ⼦ 
塩竈市⽴第⼀⼩学校 奥 ⼭   勉 ⼤ 槻 裕美⼦ 熊 ⾕ 茂 宏
塩竈市⽴⽟川⼩学校 ⼀ 條 良 介 安 倍 留 ⾥ ⽬ ⿊ ⽂ 恵 
岩沼市⽴岩沼南⼩学校 柴 ⽥ 新 ⼆ ⼩ 林 恵 ⼦ 福 地 英 夫 
亘理町⽴亘理⼩学校 奥 ⼭ 浩 ⼆ 岩 佐 美代⼦ ⼭形光孝・菊池保之
亘理町⽴吉⽥⼩学校 熊 ⾕   浩 清 野 優 ⼦ 佐 藤   信 
⼭元町⽴⼭下⼩学校 ⽩ ⿃   修 三 宅 ふみ⼦ ⼭ 形 光 孝 
⽩⽯市⽴⽩⽯第⼀⼩学校 ⼩野寺   修 村 上 充 知 ⾕津善昭・亘理 滋
⽩⽯市⽴⼤平⼩学校 ⽥ 中   晃 髙 橋 恵 ⼦ 髙 橋 浩太郎 
⾓⽥市⽴桜⼩学校 菅 野 卓 也 齋 藤 晶 ⼦ 菅 野 真 ⼈ 
丸森町⽴丸森⼩学校 佐 藤 芳 樹 稲 ⽥ 玲 ⼦ ⾕ 津 正 則 
丸森町⽴舘⽮間⼩学校 村 岡   歩 ⽟ 渕 由⾹⾥ ⽒ 家 和 ⼦ 
丸森町⽴⼩斎⼩学校 佐々⽊   裕 佐 藤 みどり ⼭ 本 欣 伸 
丸森町⽴⼤内⼩学校 伊 藤 直 ⼦ ⼩荒井 洋 ⼦ ⽬ ⿊ ⼀ 美 
丸森町⽴⼤張⼩学校 今 藤 良 弘 佐々⽊ 幸 ⼦ ⾕ 津 德 男 
⽯巻市⽴住吉⼩学校 菅 原 美 樹 阿 邊 由 枝 三 宅 宏 之 
涌⾕町⽴箟岳⽩⼭⼩学校 清 野 邦 則 ⼩ 松 亜紀⼦ ⼾ ⽥ 愼 治 
登⽶市⽴⽶岡⼩学校 ⼭ ⽥ 伸⼀郎 佐 藤 暁 美 千 葉 ⼤ 輔 
気仙沼市⽴唐桑⼩学校 齋 藤   進 三 浦 芽 依 佐 藤   晶 

③中学校の部
⽩⽯市⽴東中学校 岩 ⼭ 悦 朗 髙 橋 ゆ か 千⽊良尚志・千⽊良あき⼦

④⾼等学校の部
該当なし

令和３年度 宮城県健康な⼝腔とよい⻭の幼稚園・学校表彰



宮城県30 年連続健康な⼝腔とよい⻭の学校表彰
気仙沼市⽴中井⼩学校
仙台市⽴宮城野⼩学校
丸森町⽴舘⽮間⼩学校

宮城県20 年連続健康な⼝腔とよい⻭の学校表彰
該当なし

宮城県10 年連続健康な⼝腔とよい⻭の学校表彰
仙台市⽴⽴町⼩学校
仙台市⽴荒町⼩学校
川崎町⽴川崎第⼆⼩学校
宮城県⽴⾓⽥⽀援学校⽩⽯校
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