
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 中和田 小学校 1 年生 岸田　優杏 キシダ　ユア にじいろのまち
横浜市立 獅子ヶ谷 小学校 1 年生 福島　えま フクシマ　エマ とおる馬車道

立教 小学校 1 年生 小瀧　良太 コタキ　リョウタ 海の中を走るみなとみらい線
横浜市立 美しが丘西 小学校 1 年生 島田　絢乃 シマダ　アヤノ あかれんがそうこ
横浜市立 新石川 小学校 2 年生 十文字　成太郎 ジュウモンジ　セイタロウ ガス灯大かつやく!!？

横浜雙葉 小学校 2 年生 川名　里桜 カワナ　リオ 馬車道駅から海に向かって出発!!
横浜市立 上大岡 小学校 2 年生 瀬間　優子 セマ　ユウコ にぎやかな街
横浜市立 上大岡 小学校 2 年生 宇治原　碧人 ウジハラ　アオト 夜の子どもと馬車道

横濱中華學院 小学校 2 年生 小林　丈太郎 コバヤシ　ジョウタロウ 黄金の馬車
横浜市立 美しが丘西 小学校 2 年生 志方　英一朗 シカタ　エイイチロウ 緑の町ヨコハマ
横浜市立 南神大寺 小学校 2 年生 里　こはる サト　コハル 赤レンガそうこのぶたい
横浜市立 美しが丘西 小学校 3 年生 東　葵糸 ヒガシ　アオイ 未来へようこそ世界の人たち
横浜市立 綱島東 小学校 3 年生 川鍋　果楓 カワナベ　カエデ 未来の馬車道
横浜市立 つつじが丘 小学校 3 年生 飯島　瑚子 イイジマ　ココ 馬車道に水路のある風景
横浜市立 南神大寺 小学校 3 年生 長川　純 ナガカワ　ジュン 地面のなかに小人がいて
横浜市立 洋光台第一 小学校 3 年生 小野　竜星 オノ　リュウセイ 歴史あふれる夢のたてもの
横浜市立 六浦 小学校 4 年生 高杉　太陽 タカスギ　タイヨウ 馬車道の歴史博物館
横浜市立 洋光台第三 小学校 4 年生 青木　琴奈 アオキ　コトナ 希望の光あふれる馬車道
横浜市立 洋光台第一 小学校 4 年生 三浦　美桜 ミウラ　ミオ 自然ゆたかな街
横浜市立 北方 小学校 4 年生 中野　恵那 ナカノ　エナ パステルカラーのまちなみと港のきれいな色の船たち
横浜市立 本牧 小学校 4 年生 景浦　健太 カゲウラ　ケンタ みなとみらいのビル
横浜市立 東戸塚 小学校 4 年生 野村　知恵 ノムラ　チエ 未来へ進め
横浜市立 綱島東 小学校 4 年生 竹下　明里 タケシタ　アカリ クイーンとカモメキャビン
横浜市立 綱島東 小学校 4 年生 髙橋　茉衣 タカハシ　マイ みんなとすめるえがおの町
横浜市立 白幡 小学校 4 年生 熊谷　咲歩 クマガイ　サホ さかながいっぱい赤レンガそうこ
横浜市立 旭 小学校 4 年生 徳永　珠羽 トクナガ　シュウ カラフルで輝く馬車道

青山学院横浜英和 小学校 4 年生 浅野　桃愛 アサノ　モモエ 宇宙まで続く馬車道
横濱中華學院 小学校 4 年生 磯野　龍成 イソノ　リュウセイ 飛行街

横浜市立 茅ヶ崎東 小学校 4 年生 乃一　翼 ノイチ　ツバサ だれもいない馬車道
横浜市立 日限山 小学校 4 年生 檜山　文 ヒヤマ　フミ 馬車道
横浜市立 永野 小学校 5 年生 島　彩夏 シマ　アヤカ 横浜税関
横浜市立 中川 小学校 5 年生 安江　里央 ヤスエ　リオ 夕暮れの神奈川歴史博物館
横浜市立 大鳥 小学校 5 年生 石井　咲羅 イシイ　サラ 港の夜景
横浜市立 西富岡 小学校 5 年生 岩崎　文音 イワサキ　アヤネ 空と町

横浜雙葉 小学校 6 年生 河合　志緒 カワイ　シオ レンガ造りの馬水のみ場
横浜市立 神橋 小学校 1 年生 小牧　悠馬 コマキ　ハルマ やきゅうせんしゅとキャッチボール
横浜市立 西が岡 小学校 2 年生 ヒックリン　良奈 ヒックリン　ラナ クマの家族と共存する未来
横浜市立 美しが丘西 小学校 2 年生 奥田　陽史 オクダ　ヒフミ 未来の関内
横浜市立 東戸塚 小学校 2 年生 堤　麻央 ツツミ　マオ ゴミのない関内の街並み

横濱中華學院 小学校 3 年生 森田　勝彦 モリタ　カツヒコ 未来の関内
横浜市立 洋光台第三 小学校 3 年生 林　愛子 ハヤシ　アイコ にじいろのまちとジェットコースター
横浜市立 庄戸 小学校 3 年生 佐藤　環樹 サトウ　タマキ きれいなジャック
横浜市立 洋光台第一 小学校 5 年生 小林　聖 コバヤシ　コウキ 自然と横浜・私たち
横浜市立 万騎が原 小学校 5 年生 田地野　郁花 タジノ　フミカ みんな笑顔の街づくり
横浜市立 滝頭 小学校 1 年生 西根　悠生 ニシネ　ユウセイ 星がいっぱい見える山下公園
横浜市立 三ツ沢 小学校 1 年生 垂石　拓巳 タレイシ　タクミ きれいなまち
横浜市立 中和田 小学校 1 年生 富士原　里保 フジワラ　サトホ にじのかかるやましたこうえん
横浜市立 神橋 小学校 1 年生 澤井　園実 サワイ　ソノミ わくわくリゾート
横浜市立 西寺尾 小学校 1 年生 小泉　詠実 コイズミ　エイミ ふわふわみらい
横浜市立 茅ケ崎東 小学校 1 年生 大澤　理桜 オオサワ　リオ みらいののりもの
横浜市立 新田 小学校 1 年生 上村　彩夏 カミムラ　アヤカ マリンタワーとホテルニューグランド
横浜市立 新田 小学校 1 年生 山本　柚希 ヤマモト　ユズキ イチョウの森マリンタワー
横浜市立 荏田東第一 小学校 1 年生 佐々木　美緒 ササキ　ミオ ゆうやけ氷川丸
横浜市立 下田 小学校 1 年生 渋谷　桜愛 シブヤ　サナ お花と動物のマリンタワー公園

横浜山手中華学校 小学校 1 年生 鈴木　悠夏 スズキ　ユウナ 動物の街
横浜山手中華学校 小学校 1 年生 中井　勇希 ナカイ　ユウキ よこはまタワー
横浜山手中華学校 小学校 1 年生 大塚　考真 オオツカ　コウマ 山下公園と流れ星
横濱中華學院 小学校 1 年生 金丸　美熙 カナマル　ミキ スプリングタウンよこはま

横浜市立 美しが丘西 小学校 1 年生 永田　航 ナガタ　コウ ふね（氷川丸）
横浜市立 東中田 小学校 1 年生 泉水　まどか センスイ　マドカ 楽しい遊び場があってべんきょうもできる横浜
横浜市立 神大寺 小学校 1 年生 山田　理葉 ヤマダ　リノハ 港のうえをとおるくるまにのりたいな

聖心女子学院 小学校 1 年生 野並　詩織 ノナミ　シオリ 海からみた赤レンガ倉庫
慶應義塾横浜初等部 小学校 1 年生 櫻井　綾乃 サクライ　アヤノ 馬にのれるところがあったらいいな

横浜市立 南神大寺 小学校 1 年生 鈴木　あかり スズキ　アカリ たのしい公園
横浜市立 南神大寺 小学校 1 年生 鈴木　はな スズキ　ハナ たのしいよこはま
横浜市立 新田 小学校 1 年生 鹿歸瀬　愛 カキゼ　アイ お花がいっぱいなヨコハマ
横浜市立 日野南 小学校 1 年生 沼尾　花 ヌマオ　ハナ みんなでキャンプと、みんなで花火をみてるところ
横浜市立 戸塚 小学校 1 年生 平田　花楓 ヒラタ　 だれもが心ゆたかにすめるまち
横浜市立 中和田 小学校 1 年生 大矢　光彩 オオヤ　ヒカリ 雪のふるよこはま
横浜市立 本町 小学校 1 年生 新保　結衣 シンボ　ユイ ふしぎなみらい
横浜市立 新橋 小学校 1 年生 野村　咲月 ノムラ　サツキ 水の守護神
横浜市立 羽沢 小学校 1 年生 前納　燈 マエノウ　アカリ 未来の明るい街
横浜市立 鴨志田第一 小学校 2 年生 橋本　悠希 ハシモト　ユウキ あの船にのって
横浜市立 中沢 小学校 2 年生 川端　柑奈 カワバタ　カンナ 鳥にのってぼうけん
横浜市立 永野 小学校 2 年生 池田　來春 イケダ　コハル 氷川丸とカモメ
横浜市立 瀬谷 小学校 2 年生 板垣　柚香 イタガキ　ユズカ 赤いくつはいてた女の子といっしょに見るにじ

横濱中華學院 小学校 2 年生 関口　鈴 セキグチ　リン 電気をつかわない公園
横濱中華學院 小学校 2 年生 折阪　競海 オリサカ　セカイ 山下ゆうえんち
横濱中華學院 小学校 2 年生 田邊　愛彩 タナベ　ナアサ たのしいヨコハマ
横濱中華學院 小学校 2 年生 きはら　しゅん キハラ　シュン 山下こうえんの中

横浜市立 庄戸 小学校 2 年生 德田　莉音 トクダ　リオン 自ぜんにかこまれた赤いくつの女の子
横浜市立 庄戸 小学校 2 年生 山本　愛結 ヤマモト　アム マリンタワーときれいな花火
横浜市立 庄戸 小学校 2 年生 高田　結月 タカタ　ユツキ はいきガスのない空とぶ車がとおるまち
横浜市立 上大岡 小学校 2 年生 鈴木　椛純 スズキ　カスミ すみつづけたいばしょ

横浜雙葉 小学校 2 年生 三宅　杏花里 ミヤケ　アカリ 釣った魚でお寿司タイム
横浜市立 釜利谷東 小学校 2 年生 松本　彩花 マツモト　イロハ お花だらけのまち
横浜市立 篠原西 小学校 2 年生 入江　真子 イリエ　マコ うちゅうのよこはま
横浜市立 南神大寺 小学校 2 年生 高橋　美結 タカハシ　ミユ よこはまをあげはにのってみてみたい
横浜市立 南神大寺 小学校 2 年生 須藤　ひなの ストウ　ヒナノ マリンタワーからすべり台で

精華 小学校 2 年生 飯塚　英哉 イイヅカ　エイヤ 高いビルでのボルダリング
横浜市立 港北 小学校 2 年生 小谷　澪 コタニ　ミオ いきものかんらん車
横浜市立 港北 小学校 2 年生 天野　花映 アマノ　ハナエ 浜新丸にのったよ
横浜市立 中和田 小学校 2 年生 新井　心春 アライ　コハル 今の赤レンガとみ来の空
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