
１．小学生の部

賞 標語 学校名 氏　名

うちだ　さや

内田　紗耶

よしだ　しゅう

吉田　柊

きむら　はやと

木村　颯翔

２．中学生の部

賞 標語 学校名 氏　名

わたなべ　みき

渡邉　美希

もりやま　ひかる

森山　ひかる

とやま　もとき　

外山　基生

３．一般の部

賞 標語 在住市町村 氏　名

しらくま　きよこ

白熊　きよ子

いしかわ　まゆみ

石川　まゆみ

くりはら　くみこ

栗原　久美子
千葉県歯科衛生士会長賞 治すより　ケアで健康　歯と寿命 習志野市

千葉県知事賞 健ロと　長寿をつなぐ　噛む力 市原市

千葉県歯科医師会長賞 磨いて　噛んで　味わって　生きる喜び　歯と共に 千葉市

千葉県歯科医師会長賞 白い歯と　笑顔のチェック　朝昼晩 浦安市立浦安中学校1年

千葉県歯科衛生士会長賞 健康を　陰から支える　丈夫な歯 船橋市立古和釜中学校2年
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千葉県知事賞

千葉県歯科医師会長賞

千葉県知事賞 歯みがきで　幸せおいしさ　かみしめて 旭市立第二中学校2年

千葉県歯科衛生士会長賞

香取市立竟成小学校6年

柏市立旭小学校4年

我孫子市立湖北小学校1年

じょうぶな歯　未来の自分に　届けよう

歯は大事　じいじになっても　肉たべたい

げんきなは　はやめはやめの　はいしゃさん



推薦郡市
歯科医師会

推薦標語 学校名 氏名 ふりがな 性別 賞

千葉市 小さい歯　みがきのこしに　要注意 千葉市立横戸小学校4年 長谷川　愛乙 はせがわ　あい 女 佳作

習志野市 口は健康の入口　むし歯は病気の入口 習志野市立袖ケ浦西小学校6年 大久保　颯真 おおくぼ　そうま 男 佳作

船橋 白い歯を　きれいに保って　むし歯ゼロ 鎌ケ谷市立中部小学校5年 福井　るな ふくい　るな 女 佳作

市川市 きれいな歯　笑顔になれる　キーワード 市川市立塩焼小学校5年 小川　夏輝 おがわ　なつき 女 佳作

野田市 きれいな歯　大人になっても　いい笑顔 野田市立岩木小学校5年 渡邉　麻衣 わたなべ　まい 女 佳作

松戸 未来へと　つながる力　歯の力 松戸市立大橋小学校6年 酒巻　あんな さかまき　あんな 女 佳作

印旛郡市 よくかんで　八十才まで二十本　歯並びきれいに整えよう 印西市立滝野小学校6年 横関　桃 よこぜき　もも 女 佳作

香取匝瑳 じょうぶな歯　未来の自分に　届けよう 香取市立竟成小学校6年 内田　紗耶 うちだ　さや 女 千葉県知事賞

銚子市

旭市 はみがきで　人生楽しく　かみしめる 旭市立富浦小学校6年 庄村　汐夏 しょうむら　しおか 女 佳作

山武郡市 かがやく歯　かがやく笑顔　いい歯から 東金市立正気小学校6年 山條　愛華 やまじょう　まなか 女 佳作

茂原市長生郡

市原市 大切に　ずっと友達　自分の歯 市原市立五井小学校6年 鳥畑　良吉 とりはた　りょうきち 男 佳作

君津木更津 健康と　笑顔を守る　自分の歯 袖ケ浦市立長浦小学校5年 小林　龍成 こばやし　りゅうせい 男 佳作

安房

夷隅郡市 大切に　よい歯で決まる　第一印象 勝浦市立興津小学校6年 酒井　麻帆 さかい　まほ 女 佳作

柏 歯は大事　じいじになっても　肉たべたい 柏市立旭小学校4年 吉田　柊 よしだ　しゅう 男 千葉県歯科医師会長賞

流山市

我孫子市 げんきなは　はやめはやめの　はいしゃさん 我孫子市立湖北小学校1年 木村　颯翔 きむら　はやと 男 千葉県歯科衛生士会長賞

八千代市

浦安市 めざそうよ　毎日みがいて　丈夫な歯 浦安市立富岡小学校5年 佐藤　凜奈 さとう　りな 女 佳作
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推薦郡市
歯科医師会

推薦標語 学校名 氏名 ふりがな 性別 賞

千葉市 今みがく　それが未来で　役に立つ 千葉市立葛城中学校1年 齋藤　義悠 さいとう　よしはる 男 佳作

習志野市 自分の歯　守れる人は　あなただけ 習志野市立第一中学校2年 藤井　美結 ふじい　みゆ 女 佳作

船橋 健康を　陰から支える　丈夫な歯 船橋市立古和釜中学校2年 外山　基生 とやま　もとき　 男 千葉県歯科衛生士会長賞

市川市 磨こうよ　心と身体と　自分の歯 市川市立大洲中学校2年 田邊　里奈 たなべ　りな 女 佳作

野田市 歯と僕は　人生歩む　パートナー 野田市立関宿中学校2年 森　裕司 もり　ゆうじ 男 佳作

松戸 「君の歯は」　きれいと言われる　歯みがき習慣 松戸市立小金中学校1年 大洞　怜士 おおぼら　れいじ 男 佳作

印旛郡市 むし歯ゼロ　うるさい母さん　ありがとう 白井市立大山口中学校3年 川上　陸斗 かわかみ　りくと 男 佳作

香取匝瑳 健康を　毎日保とう　歯磨きで 香取市立佐原中学校1年 石井　蒼大 いしい　そうた 男 佳作

銚子市

旭市 歯みがきで　幸せおいしさ　かみしめて 旭市立第二中学校2年 渡邉　美希 わたなべ　みき 女 千葉県知事賞

山武郡市 みがく度　ピカピカ光る　歯と未来 東金市立北中学校3年 山田　瑞稀 やまだ　みずき 女 佳作

茂原市長生郡 いつまでも　一緒に生きる　私と歯 茂原市立茂原中学校2年 大矢　結女 おおや　ゆめ 女 佳作

市原市 きれいな歯　一生守ろう　笑顔のために 市原市加茂中学校3年 松澤　由歩 まつざわ　ゆほ 女 佳作

君津木更津 咲かせよう　輝く笑顔　歯と共に 木更津市立岩根西中学校2年 小泉　果鈴 こいずみ　かりん 女 佳作

安房

夷隅郡市

柏 大切な　食事の相棒　いつまでも 柏市立中原中学校3年 小松　明友香 こまつ　あゆか 女 佳作

流山市

我孫子市 相棒は　入れ歯じゃなくて　自分の歯 我孫子市立我孫子中学校2年 千葉　香織 ちば　かおり 女 佳作

八千代市

浦安市 白い歯と　笑顔のチェック　朝昼晩 浦安市立浦安中学校1年 森山　ひかる もりやま　ひかる 女 千葉県歯科医師会長賞
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推薦郡市
歯科医師会

推薦標語 在住市区町村 氏名 ふりがな 性別 賞

千葉市 磨いて　噛んで　味わって　生きる喜び　歯と共に 千葉市 石川　まゆみ いしかわ　まゆみ 女 千葉県歯科医師会長賞

習志野市 治すより　ケアで健康　歯と寿命 習志野市 栗原　久美子 くりはら　くみこ 女 千葉県歯科衛生士会長賞

船橋 良く噛んで　味合う心　歯も命 鎌ケ谷市 樺澤　一男 かばさわ　かずお 男 佳作

市川市 歯みがきで　老若男女　虫歯ゼロ 市川市 米川　佳那 よねかわ　かな 女 佳作

野田市 歯を磨こう　美味しく食べて　健康管理 野田市 大嵜　喜子 おおさき　よしこ 女 佳作

松戸

印旛郡市 失って　初めて気付く　歯と親の恩 印旛郡栄町 樋渡　忍 ひわたし　しのぶ 女 佳作

香取匝瑳

銚子市

旭市

山武郡市 健やかに　暮らせる喜び　歯のおかげ 大網白里市 古内　奈緒子 ふるうち　なおこ 女 佳作

茂原市長生郡

市原市 健ロと　長寿をつなぐ　噛む力 市原市 白熊　きよ子 しらくま　きよこ 女 千葉県知事賞

君津木更津 自分の歯　噛める喜び　あふれる笑顔 袖ケ浦市 大岩　夫美子 おおいわ　ふみこ 女 佳作

安房

夷隅郡市 よい歯こそ　親から子への　プレゼント いすみ市 渡邊　浩子 わたなべ　ひろこ 女 佳作

柏 良い歯こそ　健康　長生き　幸
サチ

のもと 柏市 三宅　政彦 みやけ　まさひこ 男 佳作

流山市 歯歯歯歯（ハハハハ）と　笑って見せたい　自慢の歯 流山市 後藤　和雄 ごとう　かずお 男 佳作

我孫子市 歯みがきが　守る健康　あなたの命 我孫子市 安達　順子 あだち　じゅんこ 女 佳作

八千代市

浦安市 丈夫な歯　生きる喜び　噛む幸せ 浦安市 竹田　紗良 たけだ　さら 女 佳作
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