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第72回　福岡県美術展覧会　入賞・入選者一覧

部門 日本画 入賞・入選点数 65 点

出品番号 賞名 題名 氏 名 市区町村名

100028 額を集めて相談する椅子 本田 郁實 北九州市門司区県知事賞

100025 名残り 仁久丸 順子 行橋市県教育委員会賞

100042 旅愁 木村 よし子 糟屋郡新宮町県美術協会賞

100011 跡を継ぐ 藤吉 美保子 大牟田市朝日新聞社賞

100074 造化 深町 聡美 福岡市城南区岩田屋三越賞

100013 秋の日に 田中 千鶴 大牟田市県文化団体連合会賞

100059 藤流れ 鳥井 菜野 福津市福岡文化財団賞

100086 夏の記憶 丸形 千佳 福岡市博多区九州造形短期大学賞

100032 芽吹のとき 石橋 尚子 北九州市八幡東区奨励賞

100002 樹 松尾 章子 福岡市東区入選

100005 暮雨の滝 香野 文男 北九州市八幡西区入選

100006 湖上の花（大油桐） 堺 瑞穂 糟屋郡新宮町入選

100007 杜番 吉原 策子 糟屋郡粕屋町入選

100008 旭光 松永 憲博 糟屋郡新宮町入選

100010 刻 桑野 禎子 大牟田市入選

100012 城壁 上村 恵子 大牟田市入選

100015 チステルニーノ午後の路地 本郷 蓉子 糟屋郡粕屋町入選

100016 ブロッコリーの島 井口 麻未 筑紫郡那珂川町入選

100018 窓 髙須賀 秀高 飯塚市入選

100019 花縮砂 白倉 美智子 大野城市入選

100021 葦 中川原 信子 古賀市入選

100022 光あふるる刻 久保 純子 糟屋郡志免町入選

100024 想い 田中 尚美 北九州市若松区入選

100029 みーがいた夏 丸山 靖子 八女郡広川町入選

100031 微熱 小寺 江理 北九州市若松区入選

100033 羊郡原 池内 幸子 北九州市小倉南区入選

100034 樹 山田 眞子 北九州市小倉南区入選

100035 初夏 土井 幾代 北九州市八幡西区入選

100036 秋の詩 古城 悦子 北九州市八幡東区入選

100037 歳月 高島 清美 中間市入選

100039 追想 奥 ゆう子 田川郡添田町入選

100040 刻 浅草 晴代 北九州市八幡西区入選

100041 子供の刻 五十嵐 弓子 福岡市東区入選

100044 明けゆく刻 東島 敏子 糟屋郡新宮町入選

100045 明日へ（竪坑跡） 川上 斎子 福岡市中央区入選

100046 春容、華筏 磯野 泰雄 福岡市中央区入選

100051 希死念慮 畝岡 秋奈 太宰府市入選

100052 ときめき 上津原 七彩 太宰府市入選

100053 一日と自分 原田 かりん 太宰府市入選
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100055 いきづまる 岡本 佳奈 福岡市東区入選

100057 鼓音 佐藤 和美 北九州市小倉北区入選

100060 Ｋｉｎｇ 松元 利文 福津市入選

100062 黄昏の歌 岡 ヤス子 福岡市東区入選

100063 裏門 岩田 美智子 北九州市八幡西区入選

100064 秋の彩り 深見 恵子 福岡市東区入選

100065 ヨーロッパの街角 藤田 康子 福岡市博多区入選

100066 菜園 森田 和子 朝倉市入選

100067 明けがた 横山 凉子 宮若市入選

100068 扉を開けると… 満園 順子 福岡市東区入選

100070 さやぎ 野中 まり子 福岡市南区入選

100071 盾 森永 樹仁 福岡市西区入選

100072 森の息吹 大渕 孔遠 糟屋郡須惠町入選

100073 極楽鳥花 田頭 典子 福岡市西区入選

100075 海武者 三津木 泉 北九州市小倉南区入選

100076 鉄線花 鈴木 弘子 北九州市門司区入選

100077 雨上がる 吉田 北九州市小倉南区入選

100078 初夏 東 直子 北九州市小倉南区入選

100079 肥前町緑の丘公園のぼたん 長谷野 清光 福津市入選

100080 カラマル 古賀 豊子 久留米市入選

100081 ウクレレの先生 金光 陽子 福岡市早良区入選

100084 メトロ 近藤 如子 福岡市城南区入選

100085 水辺のカーニバル 和泉 美登志 福岡市博多区入選

100088 蓮華（祈り） 古田 洋介 福岡市東区入選

100089 追憶の日々に 赤司 真里菜 糟屋郡須惠町入選

100090 秋の日に 木下 幸子 福岡市早良区入選


