
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 釜利谷東 小学校 2 年生 市川　諒太朗 イチカワ　リョウタロウ 未来のよこはま中華街
横浜市立 釜利谷東 小学校 2 年生 古屋　里夢 フルヤ　リム SKY Carでお届けします
横浜市立 鳥が丘 小学校 2 年生 志摩　治仁 シマ　ハルヒト 中華街にモノレールが通ったら
横浜市立 鴨志田第一 小学校 2 年生 島田　明 シマダ　アカリ 夜の中華街
横浜市立 大曽根 小学校 2 年生 有賀　奏 アリガ　カナデ すてられた食ざいで作った未来のよこはま
横浜市立 大正 小学校 2 年生 鈴木　日莉香 スズキ　カリカ いってみた中華街
横浜市立 つつじが丘 小学校 2 年生 青木　理雄 アオキ　リオ 海の中華街
横浜市立 美しが丘西 小学校 2 年生 沢口　友菜 サワグチ　ユウナ ワクワク中華街
横浜市立 元街 小学校 2 年生 井戸川　ゆう イドガワ　ユウ みんなでたのしくりゅうまいししまいができる街
横浜市立 中和田 小学校 2 年生 川末　瑛翔 カワスエ　エイト せかいがつながる中かがい
横浜市立 三ッ境 小学校 2 年生 堀内　優唯 ホリウチ　ユイ みんなでいける中華街の食べとびまわり
横浜市立 東戸塚 小学校 2 年生 樋口　リイサ ヒグチ　リイサ きれいな中華街
横浜市立 神橋 小学校 2 年生 大口　真瑛 オオグチ　シンエイ 空飛ぶ車でグルメツアー
横浜市立 永谷 小学校 2 年生 近田　萌絵 チカダ　モエ お花いっぱいの中華街
横浜市立 洋光台第一 小学校 2 年生 佐藤　明里 サトウ　アカリ いちごあめ
横浜市立 東戸塚 小学校 2 年生 遠藤　果歩 エンドウ　カホ 横浜に竜宮城が!!

横浜山手中華学校 小学校 2 年生 平野　篤隆 ヒラノ　アツタカ 龍も気になる、にぎやかな中華街
横濱中華學院 小学校 3 年生 石見　希帆 イワミ　キホ カラフルな街
横濱中華學院 小学校 3 年生 松本　亜衣仁 最高の中華街
横濱中華學院 小学校 3 年生 王　梓洋 オウ　シオウ ４世紀後の中華街
横濱中華學院 小学校 3 年生 王　一程 オウ　イテイ 手をつなぐ中華街
横濱中華學院 小学校 3 年生 刘　清妍 リュウ　セイケン 美食いっぱいの中華街
横濱中華學院 小学校 3 年生 張　青奈 チョウ　セイナ 中華動物園
横濱中華學院 小学校 3 年生 陳　龍介 チエン　リュウスケ 雲の上の中華街
横濱中華學院 小学校 3 年生 楊　涵宇 ヨウ　ションユ くろうしなくていい街
横濱中華學院 小学校 3 年生 松宮　帆南 マツミヤ　ハンナ ジェットコースターでとうこう

横浜市立 庄戸 小学校 3 年生 馬子　子睿 マ　ジエ 横浜のたてもの
横浜市立 本町 小学校 3 年生 中村　美柚 ナカムラ　ミユ 笑顔いっぱい中華街
横浜市立 新石川 小学校 3 年生 榎本　桐子 エノモト　トウコ 空中車で夕がたを…
横浜市立 左近山 小学校 3 年生 菊地　結菜 キクチ　ユイナ ずっとこのままで
横浜市立 永谷 小学校 3 年生 河合　柚月 カワイ　ユヅキ ぞくぞく中華街
横浜市立 南戸塚 小学校 3 年生 瀬﨑　遼 セザキ　リョウ カラフルな街　中華街
横浜市立 師岡 小学校 3 年生 風間　修羽 カザマ　シュウ 門と未来の車
横浜市立 青木 小学校 3 年生 船津　灯 フナツ　アカリ 中華街は雲の上
横浜市立 鳥が丘 小学校 3 年生 貴田　瑠海 キダ　ルイ 色とりどりの中華街

横濱中華學院 小学校 3 年生 服部　譜 ハットリ　ウタ 空飛ぶ中華街
横浜市立 大曽根 小学校 4 年生 新木　新一 スズキ　シンイチ 夜の中華街
横浜市立 師岡 小学校 4 年生 齋藤　由芳 サイトウ　ユメ 笑顔あふれる未来の中華街
横浜市立 菊名 小学校 4 年生 飯田　晄太郎 イイダ　コウタロウ ちゅうかがいとうちゅうじん
横浜市立 緑園東 小学校 4 年生 片山　愛莉 カタヤマ　アイリ かがやく未来の中華街
横浜市立 庄戸 小学校 4 年生 羽吉　結梨有 ハネヨシ　ユリア 空とぶたべものを食べる
横浜市立 葛野 小学校 4 年生 原　夕埜 ハラ　セノ 未来の中華街
横浜市立 葛野 小学校 4 年生 本間　美乃 ホンマ　ミノ 未来の横浜中華街
横浜市立 新吉田第二 小学校 4 年生 原﨑　未来 ハラサキ　ミラ ずっとかがやく横浜
横浜市立 上飯田 小学校 4 年生 柿崎　藍李 カキザキ　アイリ 明るい横浜中か街
横浜市立 小菅ヶ谷 小学校 4 年生 山村　あいり ヤマムラ　アイリ かっこいいな

横濱中華學院 小学校 4 年生 饒　瀚太 ギョウ　カンタ 夢の中華街
横濱中華學院 小学校 4 年生 二神　朔 フタガミ　サク ききゅうと自然といきる家
横濱中華學院 小学校 4 年生 田ノ上　礼翔 タノウエ　ライト 未来の街
横濱中華學院 小学校 4 年生 箱田　彩 ハコダ　アヤ パンダのいる中華街
横濱中華學院 小学校 4 年生 濵　維希 ハマ　マサキ 中華街の楽しい仲間たち
横濱中華學院 小学校 4 年生 村山　璃恩 ムラヤマ　リオン 自分が瞬間移動
横濱中華學院 小学校 4 年生 陳　柏澄 チン　ボウチン 宇宙商店街
横濱中華學院 小学校 4 年生 宮崎　太寿 ミヤザキ　タイジュ 茶色の中華街

横浜市立 丸山台 小学校 4 年生 藤岡　昻汰 フジオカ　コウタ ２０５９年の横浜中華街
横浜市立 緑園東 小学校 5 年生 前川　ひなみ マエカワ　ヒナミ 平和な街
横浜市立 釜利谷東 小学校 5 年生 西島　愛華 ニシジマ　アイカ New中華街
横浜市立 万騎が原 小学校 5 年生 作本　智康 サクモト　トモヤス 延平門と竜
横浜市立 日限山 小学校 5 年生 溝口　茉莉 ミゾグチ　マリ Bright　future
横浜市立 荏子田 小学校 5 年生 大森　七海 オオモリ　ナナミ 心の世界が広がって
横浜市立 庄戸 小学校 5 年生 山口　寧月 ヤマグチ　しずく 華やかな中華街
横浜市立 葛野 小学校 5 年生 下田　恵理咲 シモダ　エリサ 自然あふれる中か街
横浜市立 南神大寺 小学校 5 年生 木村　唯花 キムラ　ユイカ 人と地球、未来に優しい横浜中華街
横浜市立 中和田 小学校 5 年生 岩本　春香 イワモト　ハルカ 未来の横浜中華街
横浜市立 新田 小学校 5 年生 山本　真心菜 ヤマモト　マコナ 肉まんで世界の人と仲よく
横浜市立 港北 小学校 5 年生 上源　郁人 ジョウゲン　イクト ジェットコースターで横浜中華街へ
横浜市立 下沼部 小学校 6 年生 秀島　望々 ヒデシマ　ノノ 中華街入り口

横浜山手中華学校 小学校 6 年生 木内　麗陽 キウチ　リヤン 調和
横浜山手中華学校 小学校 6 年生 横山　央陽 ヨコヤマ　オウヒ 横浜中華街わくわく大冒険

横浜市立 本町 小学校 1 年生 中村　心海 ナカムラ　ココミ きれいな中村川
横浜市立 下田 小学校 1 年生 須賀原　花梨 スガハラ　カリン たのしいベイブリッジ！

関東学院 小学校 1 年生 李　さらん リ　サラン 雲の上の町
横浜市立 並木第四 小学校 2 年生 落合　未来 オチアイ　ミク 元町の鳥
横浜市立 上大岡 小学校 2 年生 福嶋　佑介 フクシマ　ユウスケ ずっと大好き横浜

関東学院 小学校 2 年生 木村　結衣 キムラ　ユイ 虹の中の元街商店街
横浜市立 本牧 小学校 2 年生 村田　帆菜 ムラタ　ハンナ がいこうかんの家
横浜市立 本牧 小学校 2 年生 土屋　湊大 ツチヤ　ソウタ 山手のようかん

横濱中華學院 小学校 3 年生 大林　にい奈 オオバヤシ　ニイナ 空とぶみんな
横浜市立 庄戸 小学校 3 年生 西山　貴透 ニシヤマ　タカアキ オシャレなまち
横浜市立 神橋 小学校 3 年生 衛藤　花 エトウ　ハナ 色々な人と木々のある元町
横浜市立 本牧 小学校 3 年生 土屋　心羽 ツチヤ　ココハ わたしの大好きな町
横浜市立 本牧 小学校 3 年生 福原　彩乃 フクハラ　アヤノ 風力発電の元町通り

関東学院 小学校 3 年生 青柳　杏佳 アオヤギ　キョウカ ほうきに乗ってお買い物
横浜山手中華学校 小学校 3 年生 矢野　惠実 ヤノ　エミ 飛べ！はばたけ未来へ！

横浜市立 笹野台 小学校 3 年生 髙橋　柚希 タカハシ　ユズキ みらいの様子
横浜市立 義務教育学校西金沢学園 小学校 4 年生 伊丹　咲和 イタミ　サワ 未来の笑顔の元町
横浜市立 新吉田 小学校 4 年生 辻本　莉鶴 ツジモト　リヅ 大きい花でねる子どもと山手イタリアこうえん
横浜市立 山下みどり台 小学校 4 年生 三谷　茉矢 ミタニ　マヤ ふきあがる青い水
横浜市立 神大寺 小学校 4 年生 岩橋　泉季 イワハシ　ミキ 山手コスモタウン
横浜市立 緑園東 小学校 4 年生 野中　咲希 ノナカ　サキ 緑でいっぱいの元町公園
横浜市立 万騎が原 小学校 5 年生 武田　惠 タケダ　ケイ すてきな町
横浜市立 中川 小学校 5 年生 安江　可奈 ヤスエ　カナ 元町の思い出
横浜市立 万騎が原 小学校 6 年生 沼田　彩菜 ヌマタ　アヤナ 機械との共存
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