
１．小学生の部

賞 標語 学校名 氏　名

こいずみ　らん

小泉　蘭

さいとう　みのり

齋藤　実乃里

くどう　たけと

工藤　豪仁

２．中学生の部

賞 標語 学校名 氏　名

ひさい　みう

久井　美海

きくち　ゆい

菊地　結

かまがた　あおい

鎌形　碧泉

３．一般の部

賞 標語 在住市町村 氏　名

いしい　せいじ

石井　清次

つじ　ともや

辻　知哉

ながしま　たかこ

永島　孝子

　★…日本歯科医師会主催の平成30年度歯・口の健康啓発標語コンクールへ推薦。

平成３０年度千葉県歯・口の健康啓発標語コンクール　第２次審査結果

千葉県知事賞 　★

千葉県歯科医師会長賞

千葉県知事賞 おいしいな　感じる幸せ　歯に感謝 鎌ヶ谷市立鎌ヶ谷中学校3年

千葉県歯科衛生士会長賞

市原市立千種小学校6年

勝浦市立上野小学校2年

鎌ヶ谷市立初富小学校4年

「おいしいね！」　楽しい食卓　歯に感謝

白い歯は　えがおをつくる　まほうだね

一本一本　「ありがとう」って　歯をみがく

千葉県歯科医師会長賞 伸ばそうよ　健康寿命　歯とともに 木更津市立岩根西中学校3年

千葉県歯科衛生士会長賞 歯みがきで　素敵に輝く　その笑顔 香取市立香取中学校3年

千葉県歯科衛生士会長賞 オーラルフレイル予防して健康長寿で歯っぴいに 市原市

千葉県知事賞 噛んで知る　四季の歯応え　その味覚 木更津市

千葉県歯科医師会長賞 スマホより　こまめにチェック　自分の歯 船橋市



推薦郡市
歯科医師会

推薦標語 学校名 氏名 賞

千葉市 けんこうに　ながいきするには　はがだいじ 千葉市立磯辺第三小学校1年 田中　凛 佳作

習志野市 歯みがきで　明日のぼくも　いい笑顔 習志野市立屋敷小学校6年 髙山　晄喜 佳作

船橋 一本一本　「ありがとう」って　歯をみがく 鎌ヶ谷市立初富小学校4年 工藤　豪仁
千葉県歯科
衛生士会長賞

市川市 白い歯は　ぼくの小さな　たからもの 市川市立中山小学校4年 野﨑　壮真 佳作

野田市 守ろうよ　自分の未来　歯の未来 野田市立福田第一小学校5年 林　愛海 佳作

松戸 輝く歯　オリンピックなら　金メダル 松戸市立八ヶ崎第二小学校6年 小野　里美 佳作

香取匝瑳 健康も　楽しい食事も　いい歯から 香取市立八都小学校6年 髙木　陽愛 佳作

旭市 ゴシゴシゴシ　はぐきもいっしょに　マッサージ 旭市立中央小学校2年 飯島　寧々 佳作

山武郡市 きれいな歯　未来へつなげ　自分の歯 東金市立丘山小学校6年 小川　瑞樹 佳作

市原市 「おいしいね！」　楽しい食卓　歯に感謝 市原市立千種小学校6年 小泉　蘭 千葉県知事賞

君津木更津 人生を　支える相棒　じょうぶな歯 袖ヶ浦市立奈良輪小学校6年 田邉　佑樹 佳作

夷隅郡市 白い歯は　えがおをつくる　まほうだね 勝浦市立上野小学校2年 齋藤　実乃里
千葉県歯科
医師会長賞

柏 みがくとね　笑うの楽し　歯もうれし 柏市立中原小学校6年 皆木　杏里 佳作

我孫子市 体ごと　守る健康　お口から 我孫子市立布佐小学校6年 石井　媛香梨 佳作

浦安市 きれいな歯　ずっとわたしの　たからもの 浦安市立富岡小学校4年 宮寺　彩衣 佳作

平成３０年度千葉県歯・口の健康啓発標語コンクール（小学生の部）　推薦標語一覧



推薦郡市
歯科医師会

推薦標語 学校名 氏名 賞

千葉市 白い歯を　残せば笑顔の　花が咲く 千葉市立小中台中学校2年 杉原　小春 佳作

習志野市 大切に　一生付き合う　あなたの歯 習志野市立第六中学校3年 廣山　千紗 佳作

船橋 おいしいな　感じる幸せ　歯に感謝 鎌ヶ谷市立鎌ヶ谷中学校3年 久井　美海 千葉県知事賞

市川市 歯みがきは　自分の未来も　みがくもの 市川市立第八中学校1年 大久保　栞太 佳作

野田市 歯と心　一緒にみがいて　大切に 野田市立関宿中学校1年 松川　祐菜 佳作

松戸 あなたの歯　一生笑顔の　パートナー 松戸市立六実中学校3年 坂本　麻由 佳作

香取匝瑳 歯みがきで　素敵に輝く　その笑顔 香取市立香取中学校3年 鎌形　碧泉
千葉県歯科
衛生士会長賞

旭市 キレイな歯　未来もその歯で　笑おうよ 旭市立第一中学校1年 小林　みのり 佳作

山武郡市 みがくたび　笑顔になれる　君の手で 東金市立北中学校1年 石井　珠萌々 佳作

茂原市長生郡 歯と共に　長生きしよう　何年も 茂原市立茂原中学校2年 武田　由衣 佳作

市原市 白い歯は　未来にほこれる　たからもの 市原市立市原中学校3年 駒澤　朋樹 佳作

君津木更津 伸ばそうよ　健康寿命　歯とともに 木更津市立岩根西中学校3年 菊地　結
千葉県歯科
医師会長賞

夷隅郡市 きれいな歯　笑顔のにあう　君がいい 勝浦市立勝浦中学校1年 渡邉　愛羅 佳作

柏 食事後は　スマホいじらず　歯みがきを 柏市立富勢中学校1年 宇野　ひかる 佳作

我孫子市 歯に感謝　気持ち伝える　歯みがきで 我孫子市立布佐中学校3年 川又　仁 佳作

浦安市 丈夫な歯　未来の自分に　届けよう 浦安市立堀江中学校2年 岩渕　愛 佳作

平成３０年度千葉県歯・口の健康啓発標語コンクール（中学生の部）　推薦標語一覧



推薦郡市
歯科医師会

推薦標語 在住市区町村 氏名 賞

千葉市 「磨きなさい！」　いえいえ　一緒に磨きましょう 千葉市 安原　裕子 佳作

習志野市 笑顔咲く　旬の恵みを　噛みしめて 習志野市 鈴木　康予 佳作

船橋 スマホより　こまめにチェック　自分の歯 船橋市 辻　知哉
千葉県歯科
医師会長賞

市川市 歯みがきで　白く輝く　自慢の歯 市川市 末廣　彩花 佳作

野田市 食べ物の　美味しさわかる　自分の歯 野田市 風見　光子 佳作

印旛郡市 楽しく食べ　正しい歯磨き　歯の健診 四街道市 山本　泰子 佳作

香取匝瑳 歯みがきで　老いても残そう　２０本 匝瑳市 田口　光子 佳作

山武郡市 歯がきれい　心もきれいで　えびす顔 東金市 竹内　実千枝 佳作

茂原市長生郡 歯ブラシの　あて方しっかり　歯周病予防 長生郡白子町 長島　孝江 佳作

市原市 オーラルフレイル予防して健康長寿で歯っぴいに 市原市 永島　孝子
千葉県歯科
衛生会長賞

君津木更津 噛んで知る　四季の歯応え　その味覚 木更津市 石井　清次 千葉県知事賞

夷隅郡市 健康は　歯から始まる　宝もの いすみ市 渡邉　瞳 佳作

柏 永久歯、　おばあちゃんまでよろしくね 柏市 樋口　夢叶 佳作

流山市 大切な　命を守ろう　強い歯で 流山市 末柄　初江 佳作

我孫子市 歯を磨き　もりもり食べて　６０２４ 我孫子市 荒井　隆夫 佳作

浦安市 いつまでも　元気で長生き　丈夫な歯 浦安市 北村　千枝子 佳作

平成３０年度千葉県歯・口の健康啓発標語コンクール（一般の部）　推薦標語一覧


