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健歯コンクール結果

■平成 23年度 健歯コンクール（6月 16日木曜日、於：流山コミュニティプラザ）
結果

１ 健歯の部

小学校男子 一席 佐藤 暖 流山北 小学校

二席 小泉 耀新 東深井 小学校

三席 関 航基 長崎 小学校

小学校女子 一席 小林 香凜 新川 小学校

二席 赤澤 里菜 八木南 小学校

三席 石山 澪 江戸川台小学校

中学校男子 一席 磯田 裕吏 南流山 中学校

二席 鈴木 優也 東部 中学校

中学校女子 一席 橋本 莉櫻 常盤松 中学校

二席 志田 葵弓 八木 中学校

２ 図画・ポスターの部

図画 小学校 政野 亜音 新川 小学校

ポスター 小学校 岡田 光紀 流山 小学校

ポスター 中学校 田島 優衣 東部 中学校

■平成 22年度 健歯コンクール（6月 10日木曜日、於：流山コミュニティプラザ）
結果

１ 健歯の部

小学校男子 一席 千葉 杏利 八木南 小学校

二席 清水 優樹 西深井 小学校

三席 山﨑 弘太 鰭ヶ崎 小学校

小学校女子 一席 林 夏子 西初石 小学校

二席 濱組 優希 向小金 小学校

三席 杉山 月菜 東深井 小学校

中学校男子 一席 内田 恭輔 南流山 中学校

二席 血矢 夏樹 常盤松 中学校

中学校女子 一席 三浦 桃佳 南流山 中学校

二席 能勢 めぐみ 常盤松 中学校

２ 図画・ポスターの部

図画 小学校 石垣 和真 江戸川台小学校

ポスター 小学校 阿部 未央子 江戸川台小学校

ポスター 中学校 大塚 悠加 東部 中学校

■平成 21年度 健歯コンクール（6月 11日木曜日、於：流山コミュニティプラザ）
結果
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１ 健歯の部

小学校男子 一席 柴田 晃輔 西深井 小学校

二席 淵上 大地 西初石 小学校

三席 桐野 啓史 新川 小学校

小学校女子 一席 増田 菜々子 流山北 小学校

二席 樋口 未華 西初石 小学校

三席 小谷野 友菜 八木北 小学校

中学校男子 一席 桑原 荘平 南部 中学校

二席 松田 卓弥 常盤松 中学校

中学校女子 一席 住井 有華 常盤松 中学校

二席 中島 梨紗 八木 中学校

２ 図画・ポスターの部

図画 小学校 笹森 輝 新川 小学校

ポスター 小学校 垣見 ひかる 江戸川台小学校

ポスター 中学校 染谷 花奈 西初石 中学校

■平成 20年度 健歯コンクール（6月 12日木曜日、於：流山コミュニティプラザ）
結果

１ 健歯の部

小学校男子 一席 桑葉 達広 長崎 小学校

二席 武田 航 東深井 小学校

三席 井内 俊秀 江戸川台小学校

小学校女子 一席 梅津 有里 江戸川台小学校

二席 岡田 陽香 八木北 小学校

三席 谷ヶ崎 瞳 長崎 小学校

中学校男子 一席 船越 涼太 北部 中学校

二席 竹谷 嘉大 東武 中学校

中学校女子 一席 星野 裕美 東深井 中学校

二席 佐藤 愛理 八木 中学校

２ 図画・ポスターの部

図画 小学校 橋本 さくら 東深井 小学校

ポスター 小学校 黒江 朋美 新川 小学校

ポスター 中学校 土田 梨加 西初石 中学校

■平成 19年度 健歯コンクール（6月 14日木曜日、於：流山コミュニティプラザ）
結果

１ 健歯の部

小学校男子 一席 小山 雄紀 長崎 小学校

二席 山田 佳典 西初石小学校

三席 大善 憲司 新川 小学校
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小学校女子 一席 志村 春香 鰭ヶ崎小学校

二席 若林 杏華 東 小学校

三席 小俣 優香 南流山小学校

中学校男子 一席 秋重 莞治 東深井中学校

二席 井村 謙太 南流山中学校

中学校女子 一席 安達 恭子 常盤松中学校

二席 武田 あかり 東深井中学校

２ 図画・ポスターの部

図画 小学校 山本 龍之介 鰭ヶ崎小学校

ポスター 小学校 諏佐 仁美 江戸川台小学校

ポスター 中学校 嶋田 あずさ 西初石中学校

■平成 18年度 健歯コンクール（6月 8日木曜日、於：流山コミュニティプラザ）
結果

１ 健歯の部

小学校男子 一席 小名木 友輝 西深井小学校

二席 森藤 廉太郎 東小学校

三席 平沢 良明 南流山小学校

小学校女子 一席 安井 英里子 新川小学校

二席 渡辺 花菜子 東小学校

三席 高橋 千夏 鰭ヶ崎小学校

中学校男子 一席 内藤 雄太 常磐松中学校

二席 井上 太志 東深井中学校

中学校女子 一席 津本 知佳 南部中学校

二席 高久 優美 東部中学校

２ 図画・ポスターの部

図画 小学校 渡邊 ちひろ 東深井小学校

ポスター 小学校 山室 結香 西深井小学校

ポスター 中学校 寺嶋 洋香 南部中学校

■平成 17年度 健歯コンクール（６月１６日木曜日 於：流山コミュニティプラザ）

結果

１ 健歯の部

小学校男子 一席 船越 涼太 江戸川台小学校

二席 伊藤 謙吾 流山北 小学校

三席 高島 健太 鰭ヶ崎 小学校

小学校女子 一席 星野 裕美 東深井 小学校

二席 星 沙織 流山 小学校

三席 茂木 成美 南流山 小学校
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中学校男子 一席 佐藤 淳哉 常磐松 中学校

二席 高橋 聡馬 北部 中学校

中学校女子 一席 向井 千佳 西初石 中学校

二席 倉谷 智恵 南部 中学校

２ 図画・ポスターの部

図画 小学校 豊澤 咲希 向小金 小学校

ポスター 小学校 森田あずさ 東 小学校

ポスター 中学校 川田 早紀 常磐松 中学校

平成 17年 7月 14日（木） 千葉県歯科医師会館に於いて開催された

『健歯児童･生徒並びに図画･ﾎﾟｽﾀｰ中央審査会』

での、流山市代表の結果は次の通りです。

図画･ﾎﾟｽﾀｰの部 千葉県教育長賞受賞（図画の部）

流山市立向小金小学校 豊澤 咲希さん

■平成 16年度 健歯コンクール（6月 17日木曜日 於:南流山センター）
結果

1 健歯の部

小学校男子 一席 西澤 俊平 小山 小学校

二席 林 諒也 新川 小学校

三席 内山 亮 南流山 小学校

小学校女子 一席 安達 恭子 八木北 小学校

二席 八田 萌花 流山 小学校

三席 丸潟 美朝子 東深井 小学校

中学校男子 一席 安田 佳裕 北部 中学校

二席 脇坂 悠太郎 東深井 中学校

中学校女子 一席 武智 尋美 東部 中学校

二席 犬塚 絵利加 東深井 中学校

2 図画・ポスターの部

図画 小学校 熊田 彩乃 西初石 小学校

ポスター 小学校 飯島 彩 江戸川台小学校

ポスター 中学校 内田 里奈 常磐松 中学校

平成 16年 7月 8日（木）千葉県医療センターに於いて開催された
『健歯児童･生徒並びに図画･ポスター中央審査会』

での、流山市代表の結果は次の通りです。
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健歯の部 千葉県知事賞受賞

流山市立八木北小学校 安達 恭子さん

■平成 15年度 健歯コンクール（6月 12日 於:南流山センター）
結果

1 健歯の部

小学校男子 一席 橋下 直道 流山 小学校

二席 内藤 雄太 八木北 小学校

三席 亀井 彰悟 江戸川台小学校

小学校女子 一席 佐藤 有紗 流山北 小学校

二席 磯 明江 流山 小学校

三席 高久 優美 向小金 小学校

中学校男子 一席 大貫 陽平 常磐松 中学校

二席 富永 章太 南部 中学校

中学校女子 一席 染野 晶子 八木 中学校

二席 尾坂 智美 東深井 中学校

2 図画・ポスターの部

図画 小学校 朝倉 恵 長崎 小学校

ポスター 小学校 諸橋 花野 南流山 小学校

ポスター 中学校 内田 里奈 常磐松 中学校

■平成 14年度 健歯コンクール（6月 13日 於:南流山センター）
結果

1 健歯の部

小学校男子 一席 徳永 直樹 鰭ヶ崎 小学校

二席 佐藤 淳哉 八木北 小学校

三席 大嶋 悠太 東 小学校

小学校女子 一席 赤嶺 未里香 南流山 小学校

二席 益満 美沙 新川 小学校

三席 伊藤 衣里菜 流山北 小学校

中学校男子 一席 松本 将乃輔 常磐松 中学校

二席 相馬 聡 西初石 中学校

中学校女子 一席 草ヶ谷美香 東部 中学校

二席 市川 美佳 常磐松 中学校

2 図画・ポスターの部

図画 小学校 金子 里菜 流山北 小学校

ポスター 小学校 安棘 千及 西深井 小学校

ポスター 中学校 加藤 拓哉 東深井 中学校
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