
夢の街絵画Y163展示作品名簿②

学校名 学年 名　前 フリガナ タイトル
横浜市立 瀬谷 小学校 2 年生 石見　結菜 イワミ　ユイナ 海にうかんでる船とカモメ
横浜市立 鴨志田第一 小学校 2 年生 原田　真吾 ハラダ　シンゴ きれいなよこはま
横浜市立 獅子ヶ谷 小学校 2 年生 桑本　蘭 クワモト　ラン わたしの思い出の場所
横浜市立 もえぎ野 小学校 2 年生 山口　元靖 ヤマグチ　モトヤス 赤れんがそうこ
横浜市立 東希望が丘 小学校 2 年生 上田　彩萌 ウエダ　アヤメ 夜の山下公園通り
横浜市立 稲荷台 小学校 2 年生 川村　沙夜 カワムラ　サヤ カラフルな花たちの自ぜん
横浜市立 岸谷 小学校 2 年生 門田　悠吾 モンデン　ユウゴ カラフルなバラ
横浜市立 篠原西 小学校 3 年生 村松　花愛 ムラマツ　ハナヱ きれいないちょうの木
横浜市立 神奈川 小学校 3 年生 大場　博斗 オオバ　ヒロト 動物と花の街
横浜市立 東希望が丘 小学校 3 年生 荒井　架穂 アライ　カホ ecoな街なみ
横浜市立 鳥が丘 小学校 3 年生 宮﨑　琴音 ミヤザキ　コトネ おしろとマリンタワー

横浜山手中華学校 小学校 3 年生 Nuttycombe　Catherine ナッティコム　キャサリン 天国の街
横浜市立 峯 小学校 3 年生 高林　未織 タカバヤシ　ミオリ さんご100本きれいな海
横浜市立 上飯田 小学校 3 年生 岡本　野苗 オカモト　ノエ 横浜ドライブ

横濱中華學院 小学校 3 年生 王　星霏 オウ　ホシヒ 平和な日本
横浜市立 美しが丘西 小学校 3 年生 大前　優 オオマエ　ユウ 緑の世界
横浜市立 幸ヶ谷 小学校 3 年生 金子　栞 カネコ　シオリ 山下公園動物園

学大附属世田ケ谷 小学校 3 年生 塩津　あかり シオツ　アカリ 海にまではいるジェットコースター
横浜市立 白幡 小学校 3 年生 光富　凛心 ミツトミ　リコ 海にうく観覧車
横浜市立 小菅ヶ谷 小学校 3 年生 高橋　ひなた タカハシ　ヒナタ 未来の山下公園
横浜市立 篠原西 小学校 3 年生 樋口　昇太朗 ヒグチ　ショウタロウ 山下公園の水の塔
横浜市立 小菅ヶ谷 小学校 3 年生 尾之内　結衣 オノウチ　ユイ 山下公園の美しい花
横浜市立 嶮山 小学校 3 年生 服部　元貴 ハットリ　ゲンキ 海・緑豊かなヨコハマ

青山学院横浜英和 小学校 3 年生 湧田　夏凜 ワクダ　カリン 港のバラ
横浜市立 師岡 小学校 4 年生 小柳　つぼみ コヤナギ　ツボミ 未来の山下公園みんな自由
横浜市立 十日市場 小学校 4 年生 湯浅　くるみ ユアサ　クルミ 山下公園通りの道
横浜市立 西が岡 小学校 4 年生 ヒックリン　湛 ヒックリン　ダン みなとみらいの船が空を飛ぶ未来

横濱中華學院 小学校 4 年生 島田　陽日 シマダ　ハルカ お花でいっぱい山下公園
横濱中華學院 小学校 4 年生 石原　梓 イシハラ　アズサ みんなの山下公園
横濱中華學院 小学校 4 年生 横山　嬉來 ヨコヤマ　ウララ 好きな季節を選んで海まで散歩
横濱中華學院 小学校 4 年生 増渕　朱莉 マスブチ　シュリ 未来の山下公園

横浜市立 本牧 小学校 4 年生 影浦　康太 カゲウラ　コウタ ぞうのはなパーク
川崎市立 下沼部 小学校 4 年生 馬　騰玥　 マ　テンユエ マリンタワーのエスカレーター
横浜市立 白幡 小学校 4 年生 辻　美海子 ツジ　ミミコ ゆめのボルダリング
横浜市立 港北 小学校 4 年生 小谷　杏 コタニ　アン 半分水の中半分空の絵のかんらん車
横浜市立 港北 小学校 4 年生 小藤　太智 コフジ　タイチ 赤レンガ倉庫
横浜市立 大曽根 小学校 4 年生 高安　希実 秋の山下公園通り
横浜市立 美しが丘西 小学校 4 年生 清水　こと シミズ　コト みんなのSDGｓ
横浜市立 一本松 小学校 4 年生 栗原　咲 うちゅうからのニュースをじゅしんする氷川丸
横浜市立 十日市場 小学校 4 年生 今西　優奈 イマニシ　ユナ まほうつかいのそうぞうまほう
横浜市立 川和東 小学校 4 年生 亀岡　知恵 カメオカ　チエ キレイな街
横浜市立 丸山台 小学校 5 年生 富澤　美咲 トミザワ　ミサキ ゴミが０の自然でいっぱい山下公園通り
横浜市立 秋葉 小学校 5 年生 近藤　紗菜 コンドウ　サナ 壁のない世界
横浜市立 新石川 小学校 5 年生 東原　奈那 ヒガシハラ　ナナ 並木道
横浜市立 篠原 小学校 5 年生 大塚　華 オオツカ　ハナ ベイブリッジを通るシーバス
横浜市立 新石川 小学校 5 年生 永田　佳子 ナガタ　ヨシコ 目標の町
横浜市立 万騎が原 小学校 5 年生 吉田　美爾 ヨシダ　ミシカ 海の生き物たちが…
横浜市立 万騎が原 小学校 5 年生 濱崎　健太郎 ハマサキ　ケンタロウ 赤レンガ倉庫
横浜市立 大曽根 小学校 5 年生 安妻　笑花 アヅマ　エミカ 未来のいちょう並木
横浜市立 青木 小学校 5 年生 小松　朱里 コマツ　アカリ 海の山下公園
横浜市立 茅ケ崎東 小学校 5 年生 大山　穂玖翔 オオヤマ　ホクト 未来の海のために
横浜市立 万騎が原 小学校 5 年生 及川　結羽 オイカワ　ユウ みなとみらいと未来の車
横浜市立 万騎が原 小学校 5 年生 内田　はると ウチダ　ハルト 夢の山下公園
横浜市立 万騎が原 小学校 5 年生 澤野　凛香 サワノ　リンカ みらいの山下公園通りとみなとみらい
横浜市立 万騎が原 小学校 5 年生 田中　アキラ タナカ　アキラ 未来の山下公園
横浜市立 洋光台第三 小学校 6 年生 青木　汐梨 アオキ　シオリ Beautiful　Park！
横浜市立 港北 小学校 6 年生 藤本　華綸 フジモト　カリン ゆめのジェットコースター
横浜市立 浦島 小学校 6 年生 松見　百花 マツミ　モカ 海のそばの水ぞく館
横浜市立 港北 小学校 6 年生 白鳥　修一朗 シラトリ　シュウイチロウ 横浜港を走る汽車
横浜市立 南神大寺 小学校 6 年生 須藤　まはな ストウ　マハナ とりがいっぱい横浜
横浜市立 神大寺 小学校 6 年生 仲宗根　柚葉 ナカソネ　ユズハ 空まで海　おさかないっぱい
横浜市立 港北 小学校 6 年生 筑後　美澄 チクゴ　ミスミ みなとみらいから山下公園まで大すべり台で

横浜山手中華学校 小学校 1 年生 郭　欣豫 カク　キンヨ 紅包（お年玉）
横浜山手中華学校 小学校 1 年生 張　俐仁 ぼくの中華街
横濱中華學院 小学校 1 年生 坂本　耀 サカモト　ヨウ みらいの中華街
横濱中華學院 小学校 1 年生 謝　芑宸
横濱中華學院 小学校 1 年生 黄　建翔 きれいな町
横濱中華學院 小学校 1 年生 渡部　千可 ワタナベ　チカ カラフル中華学院
横濱中華學院 小学校 1 年生 澁谷　空 シブヤ　ソラ 大好きな中華街
横濱中華學院 小学校 1 年生 王　梓諾 宇宙の中華街
横濱中華學院 小学校 1 年生 劉　晴櫻 リュウ　ハナ 動物たちがやってきた
横濱中華學院 小学校 1 年生 伊藤　ひかり イトウ　ヒカリ せいろの中の中華街

横浜市立 矢部 小学校 1 年生 安武　祐里 ヤスタケ　ユリ 人とロボットがたすけあう中かがい
横浜市立 吉原 小学校 1 年生 普天間　咲摩 みんなでなかよくでんしゃにのって!!
横浜市立 別所 小学校 1 年生 細田　莉央 ホソダ　リオ 夜の中華街
横浜市立 山下 小学校 1 年生 向井　梨緒 ムカイ　リオ みらいの中華街
横浜市立 別所 小学校 1 年生 荻原　舞子 オギハラ　マユコ せかいのみんながなかよしなまち
横浜市立 日野南 小学校 1 年生 福島　心織 フクシマ　ミオリ みんななかよし

小学校 1 年生 福島　花和 フクシマ　カナ にぎやかな中華街
横浜市立 鳥が丘 小学校 2 年生 中村　叶真 宇宙に浮ぶ横浜中華街星!!
横浜市立 中田 小学校 2 年生 廣橋　詩乃 未来の自動販売機
横浜市立 茅ヶ崎東 小学校 2 年生 藤原　紗季 フジワラ　サキ りょうりがいっぱいのちゅうかがい
横浜市立 茅ヶ崎東 小学校 2 年生 伊藤　知倫 イトウ　カズトシ りゅうの中かがい
横浜市立 末吉 小学校 2 年生 末吉　賛郷 スエヨシ　ヨシノリ 中華街の門から竜が
横浜市立 上大岡 小学校 2 年生 橋本　美夕 ハシモト　ミユウ へいわなせかいを大切にしよう
横浜市立 師岡 小学校 2 年生 鍋田　青澄 ナベタ　アスミ ニコニコパーティ

横濱中華學院 小学校 2 年生 藤波　保希 フジナミ　ホマレ 中華街の海の中のゆうえんち
横濱中華學院 小学校 2 年生 植田　葵士 ウエダ　 空飛ぶ中華街
横濱中華學院 小学校 2 年生 王　梓綾 オウ　アズヤ 私の夢の中華街
横濱中華學院 小学校 2 年生 津田　怜奈 ツダ　レナ 空飛ぶ中華街
横濱中華學院 小学校 2 年生 杜　鉑昊 ト　ハクコウ 中華のりゅう
横濱中華學院 小学校 2 年生 鈴木　涼太 スズキ　リョウタ
横濱中華學院 小学校 2 年生 青木　梨恩 アオキ　リオン 昼と夜の中華街
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