
北海道学校歯科保健優良校表彰 受賞校一覧表 

 郡市区歯会 学   校 道 大 会 全国大会 

７ 

釧路歯科医師会 浜中町立茶内第一小学校 最優秀賞  

稚内歯科医師会 歌登町立志美宇丹小学校 優秀賞  

日高歯科医師会 穂別町立穂別小学校 優秀賞  

函館歯科医師会 江差町立南が丘小学校 奨励賞  

苫小牧歯科医師会 苫小牧市立若草小学校 奨励賞  

十勝歯科医師会 本別町立勇足小学校 特別賞  

８ 

札幌歯科医師会 札幌市立豊水小学校 最優秀賞  

十勝歯科医師会 帯広市立花園小学校 優秀賞  

函館歯科医師会 函館市立中の沢小学校 奨励賞  

室蘭歯科医師会 伊達市立長和小学校 奨励賞  

十勝歯科医師会 本別町立勇足小学校 特別賞 日本歯科医師会会長賞 

室蘭歯科医師会 北海道室蘭養護学校 奨励賞  

９ 

札幌歯科医師会 札幌市立西岡北小学校 最優秀賞 日本歯科医師会会長賞 

後志歯科医師会 倶知安町立西小学校樺山分校 優秀賞  

函館歯科医師会 長万部町立中の沢小学校 奨励賞  

釧路歯科医師会 浜中町立茶内第一小学校 奨励賞  

室蘭歯科医師会 北海道室蘭養護学校 優秀賞  

１０ 

旭川歯科医師会 旭川市立知新小学校 最優秀賞  

釧路歯科医師会 浜中町立茶内第一小学校 優秀賞  

釧路歯科医師会 根室市立和田小学校 奨励賞  

後志歯科医師会 積丹町立美国小学校 奨励賞  

後志歯科医師会 余市町立栄小学校 奨励賞  

十勝歯科医師会 本別町立勇足小学校 特別賞  

室蘭歯科医師会 北海道室蘭養護学校 優秀賞  

１１ 

函館歯科医師会 函館市立鱒川小学校 最優秀賞  

釧路歯科医師会 釧路町立仙鳳趾小学校 優秀賞  

日高歯科医師会 えりも町立目黒小学校 奨励賞  

札幌歯科医師会 札幌市立豊水小学校 特別賞 文部大臣賞 

旭川歯科医師会 旭川市立知新小学校 特別賞  

十勝歯科医師会 本別町立勇足小学校 特別賞  

室蘭歯科医師会 北海道室蘭養護学校 最優秀賞  

１２ 

札幌歯科医師会 札幌市立西岡北小学校 最優秀賞 文部大臣賞 

釧路歯科医師会 釧路町立仙鳳趾小学校 優秀賞  

後志歯科医師会 積丹町立幌武意小学校 奨励賞  

留萌歯科医師会 増毛町立別苅小学校 奨励賞  

稚内歯科医師会 浜頓別町立下頓別小学校 奨励賞  

室蘭歯科医師会 北海道室蘭養護学校 最優秀賞  



 

 郡市区歯会 学   校 道 大 会 全国大会 

１３ 

釧路歯科医師会 浜中町立茶内第一小学校 優秀賞  

後志歯科医師会 余市町立登小学校 優秀賞  

旭川歯科医師会 旭川市立末広小学校 奨励賞  

後志歯科医師会 積丹町立余別小学校 奨励賞  

１４ 

室蘭歯科医師会 登別市立登別小学校 最優秀賞 文部科学大臣賞 

札幌歯科医師会 札幌市立定山渓小学校 優秀賞  

函館歯科医師会 木古内町立釜谷小学校 ＳＴＶ賞  

十勝歯科医師会 帯広市立花園小学校 ＳＴＶ賞  

札幌歯科医師会 札幌市立豊水小学校 奨励賞  

後志歯科医師会 余市町立栄小学校 奨励賞  

１５ 

札幌歯科医師会 札幌市立定山渓小学校 最優秀賞  

苫小牧歯科医師会 苫小牧市立豊川小学校 優秀賞  

室蘭歯科医師会 登別市立登別小学校 ＳＴＶ賞  

札幌歯科医師会 札幌市立豊水小学校 特別賞  

旭川歯科医師会 旭川市立台場小学校 奨励賞  

空知歯科医師会 芦別市立芦別小学校 奨励賞  

釧路歯科医師会 浜中町立茶内第一小学校 奨励賞  

１６ 

旭川歯科医師会 旭川市立台場小学校 最優秀賞 文部科学大臣賞 

空知歯科医師会 芦別市立芦別小学校 優秀賞  

室蘭歯科医師会 登別市立登別小学校 ＳＴＶ賞  

釧路歯科医師会 浜中町立茶内第一小学校 奨励賞  

苫小牧歯科医師会 苫小牧市立糸井小学校 奨励賞  

１７ 

札幌歯科医師会 札幌市立定山渓小学校 最優秀賞 文部科学大臣賞 

室蘭歯科医師会 登別市立登別小学校 優秀賞  

釧路歯科医師会 根室市立厚床小学校 ＳＴＶ賞  

旭川歯科医師会 旭川市立台場小学校 特別賞  

十勝歯科医師会 中札内村立上札内小学校 奨励賞  

札幌歯科医師会 札幌市立定山渓中学校 奨励賞  

１８ 

旭川歯科医師会 旭川市立台場小学校 最優秀賞  

室蘭歯科医師会 登別市立登別小学校 優秀賞  

札幌歯科医師会 札幌市立定山渓中学校 優秀賞  

釧路歯科医師会 釧路市立寿小学校 ＳＴＶ賞  

稚内歯科医師会 枝幸町立歌登小学校 奨励賞  

札幌歯科医師会 札幌市立西岡北小学校 奨励賞  

稚内歯科医師会 稚内市立声問小学校 奨励賞  

 



 

 郡市区歯会 学   校 道 大 会 全国大会 

１９ 

釧路歯科医師会 釧路市立中央小学校 最優秀賞  

札幌歯科医師会 札幌市立定山渓中学校 最優秀賞  

室蘭歯科医師会 登別市立登別小学校 優秀賞  

苫小牧歯科医師会 苫小牧市立ウトナイ小学校 ＳＴＶ賞  

札幌歯科医師会 札幌市立定山渓小学校 特別賞  

函館歯科医師会 函館市立北日吉小学校 奨励賞  

稚内歯科医師会 稚内市立天北小学校 奨励賞  

十勝歯科医師会 帯広市立愛国小学校 努力賞  

２０ 

旭川歯科医師会 旭川市立知新小学校 最優秀賞  

札幌歯科医師会 札幌市立定山渓中学校 最優秀賞  

室蘭歯科医師会 登別市立登別小学校 優秀賞  

苫小牧歯科医師会 苫小牧市立ウトナイ小学校 ＳＴＶ賞  

札幌歯科医師会 札幌市立定山渓小学校 特別賞  

十勝歯科医師会 帯広市立愛国小学校 奨励賞  

旭川歯科医師会 旭川市立雨粉小学校 奨励賞  

稚内歯科医師会 稚内市立天北小学校 奨励賞  

札幌歯科医師会 札幌市立藤野中学校 努力賞  

２１ 

札幌歯科医師会 札幌市立定山渓小学校 最優秀賞  

札幌歯科医師会 札幌市立定山渓中学校 最優秀賞  

旭川歯科医師会 旭川市立台場小学校 優秀賞  

空知歯科医師会 滝川市立明苑中学校 優秀賞  

室蘭歯科医師会 登別市立登別小学校 ＳＴＶ賞  

函館歯科医師会 七飯町立大沼中学校 ＳＴＶ賞  

苫小牧歯科医師会 苫小牧市立ウトナイ小学校 奨励賞  

稚内歯科医師会 稚内市立声問小学校 奨励賞  

函館歯科医師会 函館市立亀田小学校 奨励賞  

十勝歯科医師会 新得町立富村牛小学校 努力賞  

２２ 

室蘭歯科医師会 登別市立登別小学校 特別賞  

空知歯科医師会 滝川市立明苑中学校 最優秀賞  

函館歯科医師会 厚沢部町立鶉小学校 優秀賞  

札幌歯科医師会 札幌市立定山渓中学校 優秀賞  

千歳歯科医師会 千歳市立末広小学校 ＨＢＣ賞  

旭川歯科医師会 旭川市立旭川第三小学校 奨励賞  

函館歯科医師会 函館市立亀田小学校 奨励賞  

十勝歯科医師会 浦幌町立上浦幌中央小学校 努力賞  

 

 



 

 郡市区歯会 学   校 道 大 会 全国大会 

２３ 

旭川歯科医師会 旭川市立神居東小学校 最優秀賞  

空知歯科医師会 滝川市立明苑中学校 最優秀賞  

釧路歯科医師会 根室市立厚床小学校 優秀賞  

札幌歯科医師会 札幌市立定山渓中学校 優秀賞  

室蘭歯科医師会 登別市立登別小学校 ＨＢＣ賞  

札幌歯科医師会 札幌市立定山渓小学校 特別賞  

２４ 

室蘭歯科医師会 登別市立登別小学校 最優秀賞  

札幌歯科医師会 札幌市立定山渓中学校 最優秀賞  

函館歯科医師会 七飯町立大沼小学校 優秀賞  

札幌歯科医師会 札幌市立新琴似北小学校 

 

ＨＢＣ賞  

後志歯科医師会 積丹町立美国中学校 奨励賞  

札幌歯科医師会 札幌市立定山渓小学校 特別賞  

２５ 

室蘭歯科医師会 登別市立登別小学校 最優秀賞  

旭川歯科医師会 旭川市立神居東小学校 優秀賞  

札幌歯科医師会 札幌市立定山渓小学校 優秀賞  

札幌歯科医師会 札幌市立定山渓中学校 優秀賞  

札幌歯科医師会 札幌市立新琴似北小学校 ＨＢＣ賞  

札幌歯科医師会 札幌市立山鼻小学校 奨励賞  

苫小牧歯科医師会 苫小牧市立若草小学校 奨励賞  

苫小牧歯科医師会 苫小牧市立澄川小学校 奨励賞  

札幌歯科医師会 札幌市立東札幌小学校 努力賞  

室蘭歯科医師会 登別市立鷲別中学校 努力賞  

２６ 

旭川歯科医師会 旭川市立神居東小学校 最優秀賞  

室蘭歯科医師会 登別市立登別小学校 優秀賞  

札幌歯科医師会 札幌市立定山渓小学校 優秀賞  

札幌歯科医師会 札幌市立新琴似北小学校 優秀賞  

苫小牧歯科医師会 苫小牧市立若草小学校 優秀賞  

札幌歯科医師会 札幌市立山鼻小学校 ＨＢＣ賞  

札幌歯科医師会 札幌市立定山渓中学校 ＨＢＣ賞  

十勝歯科医師会 豊頃町立大津小学校 奨励賞  

苫小牧歯科医師会 苫小牧市立澄川小学校 奨励賞  

札幌歯科医師会 札幌市立東札幌小学校 奨励賞  

 

 

 

 

 



 郡市区歯会 学   校 道大会 全国大会 

２７ 

旭川歯科医師会 旭川市立神居東小学校 最優秀賞  

札幌歯科医師会 札幌市立定山渓小学校 優秀賞  

室蘭歯科医師会 登別市立登別小学校 優秀賞  

札幌歯科医師会 札幌市立定山渓中学校  優秀賞  

苫小牧歯科医師会 苫小牧市立若草小学校 ＨＢＣ賞  

札幌歯科医師会 札幌市立上篠路中学校 ＨＢＣ賞  

札幌歯科医師会 札幌市立新琴似北小学校 奨励賞  

札幌歯科医師会 札幌市立東札幌小学校 奨励賞  

苫小牧歯科医師会 苫小牧市立澄川小学校 奨励賞  

２８ 

旭川歯科医師会 旭川市立神居東小学校 優秀賞  

札幌歯科医師会 札幌市立定山渓小学校 優秀賞  

室蘭歯科医師会 登別市立登別小学校 優秀賞  

苫小牧歯科医師会 苫小牧市立若草小学校 ＨＢＣ賞  

札幌歯科医師会 札幌市立定山渓中学校 ＨＢＣ賞  

札幌歯科医師会 札幌市立東札幌小学校 奨励賞  

札幌歯科医師会 札幌市立新琴似北小学校 奨励賞  

函館歯科医師会 厚沢部町立厚沢部小学校 奨励賞  

釧路歯科医師会 根室市立厚床小学校 奨励賞  

苫小牧歯科医師会 苫小牧市立澄川小学校 奨励賞  

旭川歯科医師会 当麻町立宇園別小学校 努力賞  

 

 


