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第第第第69696969回回回回　　　　福岡県美術展覧会福岡県美術展覧会福岡県美術展覧会福岡県美術展覧会　　　　入賞入賞入賞入賞・・・・入選者一覧入選者一覧入選者一覧入選者一覧部門部門部門部門 書書書書 入賞入賞入賞入賞・・・・入選点数入選点数入選点数入選点数 555 点種類種類種類種類 漢字出品番号出品番号出品番号出品番号 賞名賞名賞名賞名 題名題名題名題名 氏氏氏氏 名名名名 市区町村名市区町村名市区町村名市区町村名入賞入賞入賞入賞・・・・入選点数入選点数入選点数入選点数 330 点810113 ゆらぎ 松尾 和彦 久留米市県知事賞920094 徐渭詩 伊藤 友紀 久留米市朝日新聞社賞840080 張文潜詩 森田 啓司 福岡市南区岩田屋三越賞850049 白居易詩 児玉 さゆり 北九州市門司区北九州市長賞920070 村居秋興 橋本 百合子 久留米市久留米市長賞800042 杜甫詩 宮﨑 洋子 福岡市中央区柳川市長賞920092 高適詩 原口 さゆり 久留米市八女市長賞810071 早発白帝城 安藤 慶子 筑紫野市筑紫野市長賞840028 漢詩 萩尾 昇重 宗像市宗像市長賞800093 夜行 小野 香世子 古賀市古賀市長賞840043 壮鹿 岩隈 教子 糟屋郡篠栗町福津市長賞920053 寒山詩 代田 ノブ子 筑紫野市うきは市長賞800092 寓樓雜吟二首其一 宇都宮 律子 田川市福岡市教育委員会賞920087 杜甫詩 中島 舞子 八女郡広川町福岡市教育委員会賞800007 李賀詩 津留 信代 春日市北九州市教育委員会賞840033 滄海の畔 渡島 慎治 糟屋郡篠栗町北九州市教育委員会賞920081 林逋詩 柴田 美和子 福岡市南区県文化団体連合会賞820017 兪德鄰詩 永田 一晴 筑後市福岡文化財団賞840007 許身 古川 広一 宗像市奨励賞840054 蒼茫 満生 憲親 糟屋郡新宮町奨励賞910016 王維詩 青影 芳子 北九州市小倉南区奨励賞960004 蘇頲 高田 喜代子 福岡市博多区奨励賞800003 秋懷次童中州韻 新谷 富美代 北九州市門司区入選800005 李青蓮詩 半田 俊子 久留米市入選800009 万葉集 波左間 尋子 福岡市西区入選800014 王維詩 近藤 順子 福岡市南区入選800015 白楽天の詩 白石 しのぶ 福岡市東区入選800016 高青邱詩 合歡垣 依子 糸島市入選800019 桃花牛歌 松本 ひろみ 福岡市中央区入選800020 岑參詩 山下 久子 糸島市入選800022 李白詩 吉丸 俊彦 福岡市南区入選800023 劉長詩 一ノ瀬 愷子 福岡市西区入選800024 常建詩 江夏 壽賀 福岡市西区入選800025 沈佺期詩 惠良 美智子 福岡市西区入選800027 趙似祖詩句 木下 良江 福岡市早良区入選800031 関山の月 添田 武揚 糟屋郡須惠町入選800032 秋登宣城謝朓北楼 田中 節子 糟屋郡須惠町入選800033 王維詩 富松 靖美 福岡市早良区入選800034 白楽天詩贈内 馬場 千紗子 福岡市西区入選800035 王偁詩 濵﨑 隆代 福岡市西区入選800036 白楽天の詩 福本 ユリ子 福岡市東区入選
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第第第第69696969回回回回　　　　福岡県美術展覧会福岡県美術展覧会福岡県美術展覧会福岡県美術展覧会　　　　入賞入賞入賞入賞・・・・入選者一覧入選者一覧入選者一覧入選者一覧部門部門部門部門 書書書書 入賞入賞入賞入賞・・・・入選点数入選点数入選点数入選点数 555 点種類種類種類種類 かな出品番号出品番号出品番号出品番号 賞名賞名賞名賞名 題名題名題名題名 氏氏氏氏 名名名名 市区町村名市区町村名市区町村名市区町村名入賞入賞入賞入賞・・・・入選点数入選点数入選点数入選点数 132 点800186 夏から秋へ 今村 妙子 福岡市博多区県議会議長賞800175 春　秋 田中 富美子 筑紫野市西日本新聞社賞870046 さくら花 佐藤 直子 田川郡川崎町田川市長賞820054 風月 石橋 夏子 太宰府市大川市長賞800197 若菜生ふる 中園 良子 柳川市福岡市教育委員会賞980018 秋の花 江藤 洋子 大野城市北九州市教育委員会賞820050 尾上柴舟のうた 山下 渓子 大牟田市奨励賞840091 吉野川 村山 仁美 宗像市奨励賞870060 はつしぐれ 野見山 サツ子 宮若市奨励賞870072 秋の夜 土生 慶子 田川市奨励賞800174 萩のにしき 秋吉 恵美 福岡市早良区入選800176 さざ波 永瀬 裕子 福岡市南区入選800179 古今和歌集 沖西 冨士子 福岡市西区入選800181 おもうとち 立石 博子 大野城市入選800185 萬葉集 丸井 結子 遠賀郡遠賀町入選800187 三十六歌仙より 甲地 敬子 福岡市早良区入選800191 西行のうた 久賀 明美 筑紫郡那珂川町入選800192 秋の山 阿部 康子 春日市入選800194 あやめ草 小川 貞子 福岡市西区入選800195 池の蓮 白垣 和代 福岡市博多区入選800199 秋の野に 松尾 朋子 福岡市博多区入選800203 秋のうた 原口 靖子 筑後市入選800204 古今和歌集の歌 新野 多須子 朝倉市入選800205 百人一首より 田中 和子 福岡市西区入選800206 新古今和歌集 板垣 茂代 福岡市中央区入選800207 西行の歌 大島 智美 福岡市中央区入選800209 古今和歌集 岩崎 ミヨ子 太宰府市入選800210 百人一首 後藤 芳子 筑紫野市入選800216 古今和歌集 松原 絹代 春日市入選800217 古今集 村田 千代子 糟屋郡宇美町入選800218 牧水の歌 荒巻 敏子 福岡市中央区入選800219 万葉集のうた 石井 美智子 福岡市中央区入選800220 おもかげ 江頭 一枝 福岡市東区入選800222 はるのうた 中山 明子 春日市入選800227 春雨に 瓦林 淳子 福岡市早良区入選800228 春の夜の月 久保 明子 福岡市西区入選800229 春霞 小森 鈴恵 福津市入選800230 山さくら 四位 恵子 福岡市早良区入選800233 松の緑 浜地 寿賀子 福岡市西区入選800236 古今集より 久松 和子 太宰府市入選800241 百人一首抄 小賦 世津代 福岡市城南区入選



第第第第69696969回回回回　　　　福岡県美術展覧会福岡県美術展覧会福岡県美術展覧会福岡県美術展覧会　　　　入賞入賞入賞入賞・・・・入選者一覧入選者一覧入選者一覧入選者一覧部門部門部門部門 書書書書 入賞入賞入賞入賞・・・・入選点数入選点数入選点数入選点数 555 点種類種類種類種類 かな出品番号出品番号出品番号出品番号 賞名賞名賞名賞名 題名題名題名題名 氏氏氏氏 名名名名 市区町村名市区町村名市区町村名市区町村名入賞入賞入賞入賞・・・・入選点数入選点数入選点数入選点数 132 点800242 古今和歌集 小野 弘美 福岡市東区入選800250 秋風に 砥板 とき子 福岡市南区入選800251 白秋のうた 津田 裕美子 北九州市小倉北区入選810094 五月雨に 平山 子 福岡市城南区入選810097 歌二首 松尾 紀美代 太宰府市入選810098 西行の歌 三坂 眞紀子 福岡市早良区入選810103 万葉二首 藤山 朋子 福岡市南区入選810106 うた二首 阿部 豊子 宗像市入選810110 梅の花 吉田 順子 福岡市城南区入選820045 白秋のうた三首 井浦 千代美 福岡市南区入選820046 桐壷 井上 幸 福岡市南区入選820047 秋の松風 江崎 知子 福岡市南区入選820052 あさがすみ 竹岡 義広 福岡市西区入選820058 左千夫のうた 德永 美奈 久留米市入選820060 秋風 中村 さつき 福岡市城南区入選820061 沙羅の花 平 陽子 春日市入選820062 みちのくへの思ひやまず 永守 彰子 福岡市西区入選820063 百人一首 菜畑 佳子 太宰府市入選820071 奥山の紅葉 大野 恵美子 福岡市南区入選820073 なでしこ 宮川 良子 春日市入選820074 百人一首 溝田 美佐子 福岡市南区入選830034 世の中 吉武 町子 北九州市八幡西区入選840082 新古今和歌集の歌 石橋 五月 大川市入選840086 垣ほなる 江崎 子 みやま市入選840087 霧をよめる 平島 昌子 福岡市東区入選840088 新古今和歌集の歌 石橋 ハルヨ 大川市入選840089 秋風に 山口 知恵子 福岡市東区入選840090 新古今集の歌 草場 八重子 柳川市入選840092 古今和歌集の歌 生津 郁子 三潴郡大木町入選850109 鶯の聲 橋本 美枝子 小郡市入選850112 雲の通ひ路 村岡 祐子 古賀市入選850113 茂吉の歌 内田 由利絵 福岡市城南区入選850114 百人一首 末永 和子 北九州市若松区入選850116 雨の夜の牡丹の花 横山 ヒロ子 古賀市入選850119 夕月夜 松﨑 睦生 久留米市入選850120 待ちにし人 土師 洋子 古賀市入選850123 花散る庭に 中川 勝詔 久留米市入選850126 古今和歌集の秋の歌 田巻 幸子 北九州市八幡西区入選850127 秋の野に 篠原 真利子 福津市入選850128 布引の滝 小西 園子 古賀市入選850130 新古今和歌集 津上 武子 北九州市小倉南区入選



第第第第69696969回回回回　　　　福岡県美術展覧会福岡県美術展覧会福岡県美術展覧会福岡県美術展覧会　　　　入賞入賞入賞入賞・・・・入選者一覧入選者一覧入選者一覧入選者一覧部門部門部門部門 書書書書 入賞入賞入賞入賞・・・・入選点数入選点数入選点数入選点数 555 点種類種類種類種類 かな出品番号出品番号出品番号出品番号 賞名賞名賞名賞名 題名題名題名題名 氏氏氏氏 名名名名 市区町村名市区町村名市区町村名市区町村名入賞入賞入賞入賞・・・・入選点数入選点数入選点数入選点数 132 点850132 道元禅師の歌 四ヶ所 広美 小郡市入選850134 新古今和歌集 古賀 醇子 北九州市戸畑区入選850136 うすぎりの 江田 礼子 八女市入選850138 良寛の歌 阿部 裕子 宗像市入選850139 わが恋を 金子 キヨ子 大野城市入選860015 萬葉集 金子 ようこ 宗像市入選870026 野辺みれば露 秋元 藤江 田川郡川崎町入選870029 わりなくも 井上 典子 飯塚市入選870038 をみなへし 川波 素子 飯塚市入選870041 新古今和歌集 国広 裕佳 直方市入選870043 白波の 小祝 久子 飯塚市入選870045 山家集 讃井 教子 田川郡川崎町入選870049 秋のはな 白土 恵袴 飯塚市入選870050 新古今和歌集 清水 冨美子 飯塚市入選870051 桜花 菅 久子 飯塚市入選870052 秋 高野 由美子 飯塚市入選870053 つくば山 髙橋 貴子 飯塚市入選870054 山たかみ 辰島 都留子 飯塚市入選870061 年ごとに 原 哲子 嘉穂郡桂川町入選870062 小倉百人一首 畑中 洋子 中間市入選870064 をみなへし 古木 千晶 田川市入選870065 山たかみ 渕上 松子 飯塚市入選870069 雁 本松 静香 田川郡川崎町入選870071 神な日の 和田 良子 飯塚市入選870075 なつの夜 大上 ミサ子 飯塚市入選890011 夕月夜 中島 澄江 久留米市入選890012 道の辺に 井手 直子 八女市入選890014 古今集より 三宅 敬子 久留米市入選890015 あかときの 本田 豊美 久留米市入選890017 願ふこと 吉田 早苗 久留米市入選890018 あまをぶね 中司 民子 筑後市入選890021 金色の 髙松 佑子 久留米市入選900009 百人一首より 宮尾 恭子 福岡市中央区入選920098 万葉の春 角 里子 柳川市入選920100 小倉百人一首のうた 古田 淳子 宮若市入選920105 鶯のこえ 佐藤 由美子 八女市入選920106 ひさかたの 江藤 喜久子 福岡市南区入選920108 白川の里 鍋倉 照代 飯塚市入選920113 春の山風 秋永 弘江 福岡市南区入選920117 百人一首のうた 中村 時子 久留米市入選920119 もろともに 末崎 明子 八女市入選
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第第第第69696969回回回回　　　　福岡県美術展覧会福岡県美術展覧会福岡県美術展覧会福岡県美術展覧会　　　　入賞入賞入賞入賞・・・・入選者一覧入選者一覧入選者一覧入選者一覧部門部門部門部門 書書書書 入賞入賞入賞入賞・・・・入選点数入選点数入選点数入選点数 555 点種類種類種類種類 てん刻出品番号出品番号出品番号出品番号 賞名賞名賞名賞名 題名題名題名題名 氏氏氏氏 名名名名 市区町村名市区町村名市区町村名市区町村名入賞入賞入賞入賞・・・・入選点数入選点数入選点数入選点数 49 点830066 挫鋭解紛 内川 和美 福岡市博多区県美術協会賞800260 心隨万境轉 田中 節子 糸島市読売新聞社賞830055 非淡泊無以明志 冨田 道信 北九州市八幡東区奨励賞830063 剛毅木訥 德光 芳文 太宰府市奨励賞800253 為政以徳 村川 勝哉 北九州市若松区入選800255 魚負氷 小田原 子 福岡市中央区入選800256 鞠躳盡瘁 大坪 志朗 福岡市中央区入選800259 一業三昧 石津 淑 福岡市中央区入選800262 無欲恬淡 御船 秀子 飯塚市入選800264 當意即妙 野片 義文 大牟田市入選800266 油断大敵 古賀 修 大野城市入選820075 圖南鵬翼 広田 桃佳 福岡市東区入選830037 亢龍有悔 濵本 正年 遠賀郡岡垣町入選830039 逆順入仙 村井 達典 北九州市小倉南区入選830041 四海生春風 山田 智子 北九州市八幡東区入選830043 無縄自縛 橋本 年一 北九州市戸畑区入選830046 独坐観心 岡﨑 眞悟 宗像市入選830048 行雲流水 上野 智子 中間市入選830049 心如水 吹田 利惠子 北九州市八幡西区入選830054 三世諸佛 小寺 美穂 遠賀郡水巻町入選830057 偶然欲書 黒岩 健太郎 北九州市八幡西区入選830060 心如鐵石 中村 安宏 糟屋郡宇美町入選830062 點滴穿石 田中 桃香 北九州市若松区入選830067 泥中之蓮 古庄 健人 北九州市八幡東区入選840093 好事不如無 力丸 智章 福津市入選850141 雲中白鶴 水間 要 北九州市小倉南区入選850142 遊雲驚龍 大筆 朱夏 福岡市南区入選850143 廢中権 益尾 幸弘 宗像市入選850148 大道無名 坂本 一馬 北九州市小倉南区入選850149 切磋磨 石井 陽子 宗像市入選850153 美意延年 髙原 玲奈 北九州市小倉南区入選850157 萬法帰一 山田 麻琴 筑紫野市入選850158 明良相遇 男沢 いづみ 北九州市小倉南区入選850166 逸志不羣 黒木 万莉 福岡市東区入選850170 必有餘慶 城戸 智美 春日市入選850176 萬壽無彊 松﨑 梓 福岡市西区入選870077 至誠透石 武富 良彦 飯塚市入選870080 以意爲之 大塚 節子 飯塚市入選870084 美意延年 梅本 博 田川市入選890023 窮鼠噛貓 原田 園代 福岡市早良区入選990004 南山之壽 寺西 洋剛 遠賀郡岡垣町入選
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第第第第69696969回回回回　　　　福岡県美術展覧会福岡県美術展覧会福岡県美術展覧会福岡県美術展覧会　　　　入賞入賞入賞入賞・・・・入選者一覧入選者一覧入選者一覧入選者一覧部門部門部門部門 書書書書 入賞入賞入賞入賞・・・・入選点数入選点数入選点数入選点数 555 点種類種類種類種類 調和体出品番号出品番号出品番号出品番号 賞名賞名賞名賞名 題名題名題名題名 氏氏氏氏 名名名名 市区町村名市区町村名市区町村名市区町村名入賞入賞入賞入賞・・・・入選点数入選点数入選点数入選点数 44 点850180 不思議 田中 千恵子 北九州市小倉北区県教育委員会賞800269 北原白秋の歌 大石 律子 福岡市東区毎日新聞社賞820076 高塔山にて 小畠 久明 北九州市小倉北区奨励賞800270 島崎藤村の詩 藤 良子 太宰府市入選800271 方丈記 大久保 豊子 糟屋郡志免町入選810091 木の歌二首 大田 貴子 糸島市入選820077 天の涙 石橋 かずみ 北九州市小倉北区入選820078 ローレライ 大坪 桂子 北九州市小倉南区入選820079 田舎 白石 巳砂子 北九州市門司区入選820081 田舎の記憶 安仲 みなみ 北九州市小倉南区入選820082 聖母受胎 深町 美樹枝 宗像市入選820083 わらい 松原 由紀子 福岡市東区入選820084 大濠の夏 入江 陽子 太宰府市入選820085 朝霧 藤 久美子 福岡市東区入選820087 椰子の実 阪井 浩子 福岡市城南区入選820091 月から見た地球 竹清 德 糟屋郡須惠町入選820098 秋風の歌 下川 育子 筑後市入選820100 白薔薇 太田 政子 朝倉市入選820101 四季の月 川久保 由香里 久留米市入選820104 馬上哀吟 亀井 寿子 嘉穂郡桂川町入選820107 万葉集 川野 涼太 福岡市南区入選820108 海鳴り 中村 美智子 八女市入選820109 朝 大竹 美喜枝 朝倉市入選820110 麦藁帽子 森 正子 朝倉市入選840036 わが宿の 中山 千鶴 柳川市入選840094 良寛の歌 松田 仁美 大川市入選840095 小林一茶の句 志岐 知子 大川市入選840096 孔雀 西 利恵 宗像市入選840098 藤村の詩 瀨 茉莉子 福岡市城南区入選840099 秋の夕日に 米倉 小夜子 古賀市入選840102 万葉の歌 磯野 美佐子 春日市入選840103 万葉の歌 井石 春夫 筑紫野市入選840104 北原白秋の歌 江上 美代子 柳川市入選850177 白秋の歌を 緒方 雅子 北九州市小倉北区入選850178 信濃路の 牟田口 和久 筑後市入選850179 万葉歌（三首） 渡辺 律子 飯塚市入選850181 新古今集の歌 舛田 登美子 行橋市入選850184 ある時 西谷 礼子 北九州市小倉南区入選850185 万葉の歌 池田 角美香 北九州市小倉北区入選850191 高村光太郎詩 古賀 愛子 行橋市入選850192 雨月物語 竹本 航 行橋市入選
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