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第第第第70707070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 554 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 329 点870010 随想十月二十一日五言律詩 佐藤 龍之介 田川郡糸田町入選870021 万葉歌 宮地 ツヤ子 直方市入選870023 陸游之詩 室井 安子 田川郡添田町入選870024 万葉歌 森田 鈴子 直方市入選880001 万葉歌 長 強 福岡市早良区入選890004 李白詩 今里 英代 八女郡広川町入選890007 絶句杜甫詩 杉本 邦子 久留米市入選890010 大無量寿経 國友 洋子 久留米市入選900001 陸游詩 小野 真弘 福岡市南区入選900003 仲夏江陰官舎寄裴明府 伊田 誠之輔 福岡市中央区入選900005 嵯峨天皇詩 近藤 和子 大牟田市入選910001 杜甫詩 萬 千鶴子 北九州市八幡西区入選910002 寒山詩 森田 美代子 北九州市八幡西区入選910003 陶淵明詩 三原 有美 北九州市戸畑区入選910005 李白詩 柿内 智子 北九州市門司区入選910007 元稹詩 今村 敏子 北九州市小倉南区入選910008 呉偉業詩 山之内 亨 北九州市八幡西区入選920001 寒山詩 馬場 佳子 筑紫野市入選920003 石川丈山詩 杉尾 ヨシ子 久留米市入選920006 王漁洋詩 吉田 桂子 八女市入選920010 李白詩 八山 香代子 久留米市入選920011 岑參詩四首 樋口 美智子 久留米市入選920013 夜坐 津福 英子 久留米市入選920014 白居易詩 竹内 美津子 福津市入選920015 李煜詩 柴田 美和子 福岡市南区入選920019 寒山詩 松藤 美津子 筑紫野市入選920023 寒山詩 古賀 和子 筑紫野市入選920026 寒山詩 代田 ノブ子 筑紫野市入選920028 李攀龍の詩 橋本 百合子 久留米市入選920029 寒山詩 伊藤 裕美 太宰府市入選920031 蔣士銓詩 錦織 仁美 筑紫野市入選920034 李煜詩 工藤 公子 福岡市南区入選920036 王鐸詩 緒方 五子 久留米市入選920037 杜子美詩 木村 朋子 古賀市入選920040 寒山詩 納富 八寿子 太宰府市入選920041 陸游詩 中島 舞子 八女郡広川町入選920042 哀江頭 大田 清美 太宰府市入選920043 熟視詩 本畑 涼子 久留米市入選920045 寒山詩 井手田 宏子 太宰府市入選920047 姚氏野春堂 戸次 綠 久留米市入選920048 寒山詩 南 圭子 福岡市中央区入選



第第第第70707070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 554 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 329 点920050 王僧孺 萩原 和子 福岡市南区入選920053 沈休文詩 下川 香代子 筑後市入選920055 傅梅の詩 江口 惠子 柳川市入選920060 陳子昂の詩 宇野 富美子 久留米市入選920061 岑参詩 待鳥 武 柳川市入選920062 杜甫の詩 田中 亮子 太宰府市入選920063 静趣軒 高田 章子 久留米市入選920064 曹植詩 松田 陽子 嘉穂郡桂川町入選920065 寒山詩 有村 千代子 筑紫野市入選920066 和章七出守湖州二首 瀬 健一 北九州市八幡東区入選920067 螺川早発 平井 節子 久留米市入選920069 五言律詩 諸藤 美智子 久留米市入選920071 王漁洋詩 石橋 裕佳 久留米市入選920073 陳與義詩 三小田 美枝 筑後市入選920075 韓詩 緒方 輝子 久留米市入選950001 和賈至舎人早朝大明宮之作 堤 美千子 筑紫野市入選950005 漢詩 後藤 菜穂子 福岡市南区入選960001 萬葉歌 古澤 芳枝 太宰府市入選960007 張均詩 石田 京子 福岡市博多区入選960009 登樓 高田 喜代子 福岡市博多区入選960011 陸游詩 森 昌子 福岡市南区入選970001 劉禹錫詩 豊福 真知子 福岡市南区入選980002 光 安東 和子 北九州市八幡東区入選980004 寒山詩 小野 健二 北九州市若松区入選980005 李夢陽 川村 美幸 北九州市若松区入選980006 李賀詩 大谷 登美子 北九州市小倉北区入選980007 李白詩 中西 隆子 北九州市八幡西区入選980008 銭起詩 益田 政子 北九州市小倉北区入選980009 無題 神志那 衣澄 北九州市八幡西区入選980010 李白詩 米村 ミワ子 北九州市八幡西区入選980011 杜甫詩 谷口 眞弓 北九州市八幡西区入選980012 岑参詩 岡住 由美子 北九州市八幡西区入選980013 李白の詩 木村 和子 北九州市八幡西区入選980014 王維詩 川﨑 陽子 北九州市若松区入選980015 李商隠の詩 山本 瑞穂 北九州市八幡西区入選980016 韋應物詩 平安 周代 北九州市若松区入選980017 情 藤川 秀子 北九州市小倉北区入選981003 望岳 西田 淑子 小郡市入選981004 杜甫詩 讃井 恵実 小郡市入選981005 杜甫詩 田 悦子 朝倉郡筑前町入選981006 杜甫詩 栁 美紀 小郡市入選
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第第第第70707070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 554 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 135 点820072 百人一首抄 竹岡 義広 福岡市西区県知事賞870055 さくら 田所 郁美 田川郡川崎町西日本新聞社賞920091 しらきくの花 江藤 喜久子 福岡市南区小郡市長賞870077 夏草 和田 良子 飯塚市朝倉市長賞920080 くさ若葉 松﨑 睦生 久留米市福岡市教育委員会賞820081 木のうた 山下 渓子 大牟田市北九州市教育委員会賞800189 寿 今村 妙子 福岡市博多区奨励賞820068 木下利玄の歌 濵田 葉子 久留米市奨励賞840067 古今和歌集 賀の歌 草場 八重子 柳川市奨励賞900007 西行の詩 岡本 愛 福岡市南区奨励賞800169 山家集 五十嵐 維子 福岡市早良区入選800177 会津八一の歌 阿部 康子 春日市入選800178 万葉の歌 原口 靖子 筑後市入選800179 初夏の風 大西 満喜江 古賀市入選800180 四季の歌 松永 ゆかり 福岡市中央区入選800183 山家集 中村 幸子 福岡市早良区入選800184 万葉集 尾形 孝子 大野城市入選800187 梅が枝に 森木 俊子 糸島市入選800193 いその神 柴田 弘子 福岡市東区入選800194 小倉の山 小野 弘美 福岡市東区入選800200 長塚節の歌 西原 千代子 福岡市中央区入選800202 茂吉のうた 松本 冨貴子 福岡市東区入選800203 万葉集のうた 石井 美智子 福岡市中央区入選800216 新古今和歌集秋歌上 田中 和子 福岡市西区入選800217 新古今集 松原 絹代 春日市入選800218 會津八一のうた 後藤 芳子 筑紫野市入選800220 新古今和歌集 新野 多須子 朝倉市入選800223 はるのうた 中山 明子 春日市入選800232 冬の花 井上 康子 糟屋郡篠栗町入選800238 みづの音に 松吉 聰子 大牟田市入選800239 月影 江頭 一枝 福岡市東区入選800242 万葉集二首 安武 佳江 福岡市南区入選810115 よろづよ 吉田 順子 福岡市城南区入選810117 夜半の月 濵 智子 糸島市入選810123 白雪 萱嶋 正之 古賀市入選810125 吹くかぜの 岩永 康弘 宮若市入選810126 ありあけのつき 荒木 佐由美 福岡市博多区入選810127 ほととぎす 白井 千代香 福津市入選810129 一本の道 平山 子 福岡市城南区入選810131 うちなびく 髙橋 悦子 古賀市入選810133 五月雨 松村 いづみ 福岡市西区入選



第第第第70707070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 554 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 135 点820045 山部赤人のうた 小玉 加代子 福岡市中央区入選820047 雨あがり 松永 朝美 大野城市入選820049 夢 徳永 美奈 久留米市入選820052 若山牧水の歌 助弘 マサ子 みやま市入選820053 万葉の歌 平 陽子 春日市入選820057 山里 中村 さつき 福岡市城南区入選820064 天の広原 井上 幸 福岡市南区入選820066 筑紫万葉歌二首 牟田口 直美 大牟田市入選820069 秋萩の花 川上 恵子 糸島市入選820071 花 下本地 陽子 福岡市博多区入選820073 逢坂山の実葛 溝田 美佐子 福岡市南区入選820076 三日月 宮川 良子 春日市入選820077 山部赤人の歌 宮崎 京子 大牟田市入選820079 新古今和歌集 入江 恵津子 福岡市南区入選820080 梅の花 松尾 政子 糟屋郡篠栗町入選840068 さきそはむ 山口 知恵子 福岡市東区入選840069 百人一首の歌 石橋 ハルヨ 大川市入選840070 さほやまの 大塚 美惠 久留米市入選840071 新古今集のうた 江口 靜子 柳川市入選840072 山家集より 花田 佐智子 古賀市入選840075 会津八一の歌 松田 仁美 大川市入選840076 新古今和歌集の歌 宮﨑 美登子 大川市入選840077 春日野 村山 仁美 宗像市入選840078 新古今和歌集のうた 生津 郁子 三潴郡大木町入選850121 新古今和歌集 松山 寿美江 北九州市門司区入選850126 晶子の歌 末永 和子 北九州市若松区入選850127 浜茄子の花 金子 キヨ子 大野城市入選850128 春の濁り江 橋本 美枝子 小郡市入選850129 小倉百人一首 横山 ヒロ子 古賀市入選850131 定家八代抄 宮本 敏子 京都郡苅田町入選850132 西行の歌 四ヶ所 広美 小郡市入選850136 定家八代抄 津上 武子 北九州市小倉南区入選850137 よそほひ 篠原 真利子 福津市入選850138 木の間もる 深町 喜代子 福岡市早良区入選850141 百人一首の歌 田巻 幸子 北九州市八幡西区入選850144 新古今和歌集 古賀 醇子 北九州市戸畑区入選850145 山ほととぎす 小西 園子 古賀市入選850147 木の歌 阿部 裕子 宗像市入選860009 萬葉集 金子 ようこ 宗像市入選870026 梅の花 秋元 藤江 田川郡川崎町入選870027 春のうた 井上 直子 春日市入選



第第第第70707070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 554 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 135 点870028 さくら 井川 五月 田川市入選870030 こころあてに 井上 典子 飯塚市入選870032 金槐和歌集 梅川 あい 飯塚市入選870036 夏山の 大上 ミサ子 飯塚市入選870040 たまきはる 川波 素子 飯塚市入選870044 新古今和歌集 国広 裕佳 直方市入選870045 秋立つ日 国沢 文恵 田川市入選870048 いにしへや 佐藤 直子 田川郡川崎町入選870049 小倉百人一首十四首 佐藤 員博 田川郡糸田町入選870051 こふれども 白土 恵袴 飯塚市入選870053 春の山風 菅 久子 飯塚市入選870054 もみぢば 高野 由美子 飯塚市入選870056 花のいろ 髙橋 貴子 飯塚市入選870057 色なしと 千々和 節子 飯塚市入選870060 山家集より 中村 三千代 田川郡福智町入選870061 はなのいろ 西村 さち子 飯塚市入選870062 ふるさとに 野見山 サツ子 宮若市入選870064 新古今和歌集 畑中 洋子 中間市入選870065 夏衣 土生 慶子 田川市入選870066 春のうた 平山 直詞 飯塚市入選870067 秋霧 古木 千晶 田川市入選870068 夕立 福山 陽子 田川郡川崎町入選870069 山ざと 渕上 松子 飯塚市入選870071 ねのひしに 松崎 昭子 飯塚市入選870073 鴬 村上 享代 飯塚市入選870074 秋風 本松 静香 田川郡川崎町入選870076 秋 吉安 多磨代 飯塚市入選870094 うぐいすの 小祝 久子 飯塚市入選880006 ゆく秋 團 美紀子 福岡市東区入選880007 いまこむと 堀尾 慶子 北九州市八幡西区入選890012 秋の野を 本田 豊美 久留米市入選890014 夏草の 田中 和子 久留米市入選890016 とこしへに 上野 静香 久留米市入選890020 ふくからに 中司 民子 筑後市入選900008 左千夫のうた 明石 通子 福岡市早良区入選900009 素性法師のうた 宮尾 恭子 福岡市中央区入選920084 秋のうた 秋永 弘江 福岡市南区入選920087 庭桜花 中川 勝詔 久留米市入選920089 新古今和歌集 鍋倉 照代 飯塚市入選920090 百人一首 本永 幸子 田川郡福智町入選920093 山ねむる 末崎 明子 八女市入選



第第第第70707070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 554 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 135 点920095 大田垣蓮月のうた 城戸 睦 福岡市博多区入選920098 百人一首 越智 厚子 嘉麻市入選920099 百人一首 村上 正子 久留米市入選920101 奥山に 持山 葉子 朝倉郡筑前町入選981008 月のさやけさ 江藤 洋子 大野城市入選981010 吉野山 江上 由紀子 八女市入選981012 山里 佐藤 美惠子 福津市入選981014 ゆふたちの 膳所 ヨシ子 久留米市入選981016 夕だちの雲もとまらぬ 地 由加里 福岡市城南区入選981019 良寛のうた 鷲頭 裕美子 筑後市入選981020 万葉集・新古今集の歌より 重松 美穂 小郡市入選981021 うちなびく 井手 直子 八女市入選



第第第第70707070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 554 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830057 遅暮之嘆 古庄 健人 北九州市八幡東区県教育委員会賞800250 則天去私 大坪 志朗 福岡市中央区読売新聞社賞800245 康寧 小田原 子 福岡市中央区奨励賞800247 是非初心 石津 淑 福岡市中央区奨励賞800253 君子不器 村川 勝哉 北九州市若松区入選830046 和顔愛語 德光 芳文 太宰府市入選830047 据舊鑑新 内川 和美 福岡市博多区入選830050 桃李爭妍 中村 安宏 糟屋郡宇美町入選830052 雲中白鶴 田中 桃香 北九州市若松区入選830054 臨大難而不懼 小寺 美穂 遠賀郡水巻町入選830056 敦篤虚静 黒岩 健太郎 北九州市八幡西区入選830058 浩然之気 野片 義文 大牟田市入選830061 深藏若虚 岡﨑 眞悟 宗像市入選830065 天地明察 山田 智子 北九州市八幡東区入選840081 勢不可使尽 力丸 智章 福津市入選850149 正法眼 川本 育実 北九州市小倉南区入選850151 養心 山本 武 北九州市小倉南区入選850157 深中篤行 清水 将希 北九州市小倉南区入選850158 寵辱不驚 野田 結香 八女市入選850160 主敬存誠 黒﨑 百華 福岡市中央区入選850162 常山蛇勢 久原 啓介 福岡市西区入選850163 抱樸 武谷 円香 久留米市入選850164 各得其所 坂本 一馬 北九州市小倉南区入選850165 珠星璧月 松﨑 梓 福岡市西区入選850167 知者動 石井 陽子 宗像市入選850168 墨磨人 津留﨑 公美 久留米市入選850170 学志 川西 なつみ 福岡市早良区入選850172 應若響 江﨑 愛子 筑後市入選850173 博物洽聞 緒方 亮太 行橋市入選850174 機智勇辨 高橋 正貴 福岡市南区入選850175 遊于藝 内尾 有里 筑紫野市入選850183 酒無量 白木 清美 鞍手郡鞍手町入選870078 良賈深藏若虚 甲斐 勝 田川郡香春町入選870080 回頭是岸 阿部 安太郎 直方市入選870084 人生帰有道 大塚 節子 飯塚市入選870086 人生帰有道 梅本 博 田川市入選870088 展驥足 大上 泰治 飯塚市入選890025 窗外月如霜 内藤 クミ子 久留米市入選890027 和敬静寂 永水 京子 小郡市入選890028 山紫水明 若林 邦子 久留米市入選890029 江碧鳥逾白 松本 倫子 久留米市入選
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第第第第70707070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 554 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 41 点850186 万葉の歌 緒方 雅子 北九州市小倉北区県美術協会賞850184 夕ぐれの時はよい時 西谷 礼子 北九州市小倉南区毎日新聞社賞840089 あしひきの山谷越えて 磯野 美佐子 春日市第70回記念賞820117 夕静寂 鹿毛 望美 朝倉市奨励賞800258 追憶 藤 良子 太宰府市入選820085 甲子園にて 小畠 久明 北九州市小倉北区入選820086 一枚の繪 石橋 かずみ 北九州市小倉北区入選820087 瀧 大坪 桂子 北九州市小倉南区入選820088 とんぼのめがね 白石 巳砂子 北九州市門司区入選820090 漂泊者の歌 深町 美樹枝 宗像市入選820091 蜜柑の花咲く村 松原 由紀子 福岡市東区入選820095 カッサンドルに捧げる 満江 恵美子 福岡市東区入選820096 山上の星 池田 淳子 福岡市東区入選820097 源氏物語（夕霧抄） 上津原 園子 大牟田市入選820098 椰子の實 牟田 悦子 北九州市八幡西区入選820101 秋の祈 原賀 志津子 久留米市入選820105 夏の海 川久保 由香里 久留米市入選820107 花束 園田 輝美 大川市入選820109 アルプスの冬 兵頭 真佐子 福岡市東区入選820110 賞讃 亀井 寿子 嘉穂郡桂川町入選820115 宇宙の小鳥 大竹 美喜枝 朝倉市入選820118 木とともに人とともに 森 正子 朝倉市入選820120 虹の輪 龍 ゆかり 大川市入選820121 星影 村上 嘉子 福岡市博多区入選820123 西行の歌 松尾 理恵子 大牟田市入選840083 胸より胸に 西 利恵 宗像市入選840085 北原白秋の歌 井石 春夫 筑紫野市入選840086 新古今和歌集の歌 石橋 和憲 大川市入選840087 新古今和歌集 江上 美代子 柳川市入選840088 一茶の句 志岐 知子 大川市入選850187 揺籃のうた 田中 千恵子 北九州市小倉北区入選850188 夏目漱石草枕 山﨑 康子 福岡市南区入選850190 濱邉のうた 二木 浩子 行橋市入選850191 新古今集の歌 舛田 登美子 行橋市入選850192 梅の花 花田 夕華 福岡市城南区入選850193 青春 川畑 勝人 北九州市小倉北区入選850198 枕草子 竹本 航 行橋市入選850199 万葉の歌 池田 角美香 北九州市小倉北区入選920104 佐藤春夫の詩 米倉 和子 福岡市南区入選920106 新古今和歌集 渡 榮子 福岡市南区入選981023 北原白秋の歌 平島 加代子 小郡市入選


