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部門 写真 入賞・入選点数 315 点

出品番号 賞名 題名 氏 名 市区町村名

610187 我家の天使 聡 直方市県知事賞

600022 雨に耐える 百武 季治 福岡市城南区県教育委員会賞

600621 幽玄 佐藤 幸代 北九州市小倉南区県美術協会賞

600813 ハプニング 安岡 義之 朝倉市朝日新聞社賞

610029 真昼のハンター 矢野 敬一 福岡市早良区朝日新聞社賞

600118 睨み合い 門間 博之 福岡市中央区岩田屋三越賞

600715 雲が湧く 渕上 忠臣 久留米市久留米市長賞

600263 小さなスイマー 田邊 須美子 北九州市八幡東区飯塚市長賞

610194 雫の詩 水野 磨智子 豊前市豊前市長賞

610025 お食い初め 増田 哲子 春日市小郡市長賞

600771 風かおる 津曲 春代 春日市春日市長賞

600745 喜び 澄川 福岡市南区古賀市長賞

600346 乙女峠の祭り 野﨑 征紀 福岡市城南区福津市長賞

600197 夕照の刻 本田 優子 福岡市城南区朝倉市長賞

600452 願光 田中 勝志 行橋市福岡市教育委員会賞

600441 ぼくの土俵入り 柴田 頼子 行橋市北九州市教育委員会賞

600009 海の幸の祭り 吉富 孝 糸島市県文化団体連合会賞

610098 光の旅宿 島村 直幸 宗像市福岡文化財団賞

610211 帰路 八坂 宗徳 北九州市小倉南区九州造形短期大学賞

600230 カワセミの漁 金替 良弘 福岡市早良区奨励賞

600369 至福の時 西村 美代子 春日市奨励賞

600641 内緒話 森田 昭代 柳川市奨励賞

600668 山間の寸景 升本 正勝 福津市奨励賞

610219 巣立ち 西谷 正己 直方市奨励賞

600004 パパーこわいよ！ 畑島 貞廣 糟屋郡粕屋町入選

600005 想愁 赤野 佐津江 糟屋郡粕屋町入選

600011 夕照 沖永 豊子 北九州市八幡西区入選

600012 弾ける若さ 沖永 稜彦 北九州市八幡西区入選

600016 朝焼け 山本 喜代房 直方市入選

600018 大きいね 南 順子 福岡市西区入選

600020 冬の晴間に 塚野 美津子 福岡市中央区入選

600027 父さんの休日 岡村 みどり 糟屋郡志免町入選

600029 デビューへの道 山中 美恵子 筑紫郡那珂川町入選

600035 夕日に染まる 藤原 尚武 古賀市入選

600036 無風地帯 神代 久留米市入選

600042 仕事を終えて 藤田 秀朗 糟屋郡粕屋町入選

600043 絆 濱田 栞 福岡市早良区入選

600047 静寂 毛上 逸夫 福岡市南区入選

600049 ぬくもり 伊藤 康裕 春日市入選
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600064 タイムトンネル 若松 安子 春日市入選

600065 又兵衛桜 長﨑 邦仁 古賀市入選

600074 地響き 中野 政重 久留米市入選

600080 熊の紐遊び 川口 保孝 筑後市入選

600087 紅組応援団 北島 泰 久留米市入選

600089 星降る瀬叢 水島 智子 北九州市小倉南区入選

600092 托鉢に出発 山口 佳代 春日市入選

600094 神前に星が舞う 森澤 愛子 北九州市戸畑区入選

600095 至福の時 高橋 正敏 福岡市早良区入選

600103 空中での舞 深田 勲 福岡市博多区入選

600110 初寒雪 藤木 勝義 朝倉市入選

600111 親子の絆は夕照の道 添田 勇一 糟屋郡須惠町入選

600112 パフォーマンス 武石 徳一郎 筑紫野市入選

600117 ＴＨＥ　ＭＯＮＳＴＥＲ！ 秦 暉尚 朝倉市入選

600123 初孫のひとみ 島崎 輝彦 福岡市南区入選

600136 クリスタル　アート 佐々木 一三 うきは市入選

600137 生と死の境界線 舎川 孝吉 うきは市入選

600138 水柱 石井 敏雄 久留米市入選

600140 桜トンネル 松竹 則之 うきは市入選

600143 ジャンケン・・・ 丸井 栄市 太宰府市入選

600145 「走れ」夢に向かって 蒲原 宏幸 太宰府市入選

600149 新緑の候 加藤 光夫 太宰府市入選

600151 絶壁の協業 佐々木 秀治 福岡市東区入選

600158 パーフォーマンス 森田 道昭 北九州市小倉北区入選

600162 冬港暮景 宮﨑 憲雄 飯塚市入選

600169 祈り 川波 義和 朝倉郡筑前町入選

600173 激動とガブリ 下薗 正記 北九州市小倉北区入選

600174 阿蘇野焼き 上杉 美博 遠賀郡水巻町入選

600175 水鏡 中村 忠義 久留米市入選

600178 余韻に興ず 髙木 智子 北九州市八幡西区入選

600180 光の行列 村田 亮 福岡市博多区入選

600183 アルプスに雲湧く 西田 忠史 福岡市東区入選

600185 ロンドンバスカフェ 小賦 光良 福岡市城南区入選

600189 遊覧船 山下 利昭 大野城市入選

600190 年輪 竹井 房惠 福岡市東区入選

600194 祭人 尾崎 幸秀 福岡市早良区入選

600199 黄昏に煌く 宮原 秀子 福岡市中央区入選

600205 水神の洗礼 塚本 昭夫 大牟田市入選

600210 流蛍 河野 重雄 福岡市早良区入選
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600213 初孫の土俵入り 嶋田 一喜 福岡市早良区入選

600218 銀世界 桑野 満典 太宰府市入選

600231 夜明けの湖 長﨑 敬次 古賀市入選

600234 祭事に向う 久保田 良美 太宰府市入選

600236 産卵 平城 尚則 筑紫郡那珂川町入選

600238 注連縄焦がす 林 利弘 直方市入選

600240 夏の思い出 藤原 百合子 北九州市小倉北区入選

600242 夕映え 井上 泰暢 太宰府市入選

600243 耐えきれず 池田 勝久 三井郡大刀洗町入選

600244 夜炎 武田 信明 北九州市八幡西区入選

600246 最終便 斉藤 啓子 北九州市門司区入選

600247 遊泳 山本 邦子 北九州市小倉南区入選

600249 三様新幹線 信國 之雄 福岡市西区入選

600253 ラインダンス 田中 俊寛 大川市入選

600257 視線 納富 恵子 北九州市小倉南区入選

600262 思いを込めて 富安 由紀子 大牟田市入選

600268 イグアナの勇姿 冨田 正彦 北九州市若松区入選

600270 早春の奥阿蘇 野口 浩光 福津市入選

600278 終わり 米倉 悠真 福岡市東区入選

600282 求愛 児嶋 正人 大野城市入選

600285 わたし６歳 伊藤 蓉子 春日市入選

600291 笑う男と仲間たち 伊藤 忠 春日市入選

600296 クジラが捕れたぞー 鈴木 美知栄 大野城市入選

600299 健やかに 山﨑 秀明 糸島市入選

600305 筑後川暮情 内山 万寿夫 うきは市入選

600307 青春のバトン 村上 淳 糟屋郡篠栗町入選

600308 秋色の岩壁 阿部 哲之 中間市入選

600311 緊張のとき 宮原 典子 久留米市入選

600314 つぶらな瞳 堀 美子 久留米市入選

600315 一発必中 濱咲 誠 福岡市東区入選

600317 山頂のプードル 城後 征二 福岡市西区入選

600323 一心同体 杉本 忠 北九州市八幡西区入選

600325 戯れる 吉井 莞二 北九州市小倉北区入選

600330 御神馬奉納 金丸 喜久子 大野城市入選

600331 阿波の男衆 中野 秀孝 北九州市門司区入選

600336 視線 原田 信之 福岡市博多区入選

600337 水上安全を祈る女神官 今村 政勝 福岡市西区入選

600340 残照 岩﨑 治弘 糟屋郡宇美町入選

600344 池の精出現す 清原 宏 糟屋郡篠栗町入選
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600349 素敵な瞳だぜムツゴロウ 原田 諭 久留米市入選

600353 スポットライト 吉村 哲也 糟屋郡篠栗町入選

600360 風は叫ぶ　玄海姫島 大脇 洋彦 福岡市博多区入選

600362 大魚と共に 松下 栄成 北九州市小倉北区入選

600363 あかり 高重 シノブ 春日市入選

600370 競演 古賀 義行 柳川市入選

600373 バイク岩に登る 塚本 勝 福岡市東区入選

600377 デットヒート 長田 軍時 福岡市中央区入選

600382 ジャンプ 浜田 義明 糸島市入選

600384 カラスの受難 門谷 小夜美 糟屋郡志免町入選

600385 バナナを担ぐ農婦 大林 雄児 福岡市早良区入選

600389 しふく 久野 清隆 宮若市入選

600391 夕日のなかの祭り 中山 章 みやま市入選

600393 ママー抱っこ 箕田 義己 糟屋郡篠栗町入選

600395 川をのぼる空にのぼる 藤 晃彰 糟屋郡篠栗町入選

600402 雨やどり 与田 宗和 大牟田市入選

600407 海響のワルツ 三好 善行 北九州市若松区入選

600408 靄の朝 鹿島 和生 福岡市城南区入選

600415 ビオラ 田尻 敏勇 福岡市西区入選

600418 春の宵 荻原 敏彦 糸島市入選

600419 霊峰を仰ぐ 堀 凉子 福津市入選

600424 Ｆａｎｔａｓｉａ 園 こうじろう 田川市入選

600428 “黙”窯場の老婆 因 久 糟屋郡粕屋町入選

600431 砂千里を往く 友野 美保子 八女市入選

600447 誰を待つ 内田 義春 糟屋郡須惠町入選

600449 捕まえた 藤井 利成 福岡市東区入選

600451 高らかに響け 稲富 裕一 久留米市入選

600456 雨期間近 鶴田 直敏 古賀市入選

600459 優美なママ 井上 照康 三潴郡大木町入選

600469 御田舞クライマックス 西嶋 昭久 福岡市西区入選

600472 こいのぼり 松山 明子 福岡市南区入選

600476 ミサゴの捕食（Ｂ） 増山 久雄 糟屋郡須惠町入選

600479 川の恵み 小橋 攝子 宗像市入選

600481 高山の彩り 松本 渉 福岡市南区入選

600494 第一関門 西田 ヨシ子 福岡市城南区入選

600497 寒みそぎの若者 古藤 由美子 福岡市西区入選

600499 修行を終えて 山口 博信 遠賀郡水巻町入選

600503 光の演出 木下 武 田川郡川崎町入選

600506 前へ！前へ！ 桑原 孝昭 北九州市八幡西区入選
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600508 夕暮れの海岸 入江 千鶴子 北九州市八幡西区入選

600524 お参り 小田 和孝 福津市入選

600525 安全祈願へ 百瀬 可達 古賀市入選

600527 キラキラした時間 池田 厚子 福岡市博多区入選

600533 ローマの昼下り 甲斐 幸江 福岡市中央区入選

600535 子供山笠 北村 守 福津市入選

600544 朝の煌めき 安倍 和子 糟屋郡久山町入選

600545 初雪に惑う 佐藤 誠一 北九州市小倉北区入選

600547 博多町家と松囃子 渕上 徹 糟屋郡粕屋町入選

600549 月下の紋様 松永 洋行 福岡市西区入選

600551 光景 九郎田 錬志 宗像市入選

600553 みんな友だち 佐藤 和子 福岡市中央区入選

600556 俄調教師 古藤 泰博 福岡市西区入選

600562 鎮疫の一刀 南 雄志郎 福岡市中央区入選

600565 不思議な空間 舟木 公子 糸島市入選

600567 マイ・アドレス 江川 恭子 福岡市城南区入選

600574 朝の竹林 八丁 学 行橋市入選

600577 パーカッション 飯田 清士 福岡市西区入選

600579 爆走 高口 博文 大牟田市入選

600581 谷間の白糸 藤本 直樹 福岡市南区入選

600585 お火焚き 小田 泰三 福岡市早良区入選

600588 声援 田久見 明 筑紫郡那珂川町入選

600589 遁走 中島 正 久留米市入選

600591 おみこし　まだかな 桑原 美知子 久留米市入選

600594 熱唱 大瀬 澄 福岡市中央区入選

600595 威嚇 山本 道夫 福岡市西区入選

600597 火渡り行 藤井 暢 福岡市西区入選

600599 一寸一寸 棚町 良真 三井郡大刀洗町入選

600602 宝物 伊東 映子 糟屋郡須惠町入選

600612 ２０１６ＴＯＫＹＯ 澄川 すみ子 福岡市城南区入選

600616 鞍馬を翔ける少女 河村 稔 福岡市中央区入選

600620 ＥＡＲＴＨ 米子 浩幸 北九州市小倉北区入選

600626 春昼 若松 久之 筑紫野市入選

600628 天窓 大場 貴理子 福岡市中央区入選

600631 初夏の舞 広瀬 美智子 北九州市八幡東区入選

600632 静寂 古閑 マス子 北九州市八幡東区入選

600647 雪だぁ 羽生 哲也 福岡市早良区入選

600648 空中浮揚 古閑 哲朗 北九州市八幡西区入選

600649 光のハーモニー 髙木 政嘉 糟屋郡篠栗町入選
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600659 光跡 津田 勉久 北九州市八幡西区入選

600670 雨中戦 鬼束 省三 福岡市西区入選

600671 祝いめでた 吉塚 勇雄 糸島市入選

600675 激走 水落 工 大川市入選

600678 家路 宮﨑 恵子 福岡市中央区入選

600686 力漕 久間 久幸 みやま市入選

600689 フェイス 山口 勝久 福岡市西区入選

600690 潜水艇で未知の世界へ 孝次 福岡市博多区入選

600691 神馬に給水 松尾 勝 みやま市入選

600695 つくし神舞 冨安 豊 柳川市入選

600698 天空の山城 宮崎 登 北九州市戸畑区入選

600702 護摩木祈願 冨安 一弥 柳川市入選

600704 大地 西島 健一 福岡市西区入選

600708 支度 原野 久美子 小郡市入選

600709 ファミリー 戸曽 美成 筑紫野市入選

600714 よさこい舞踏 井上 利明 八女郡広川町入選

600723 早朝 町田 忠夫 福岡市西区入選

600727 小さな挑戦 深田 睦子 北九州市小倉南区入選

600730 満面の笑みの中 松島 良徳 福津市入選

600739 天空逍遥 敏和 福津市入選

600748 ローカル線 廣門 厚子 宮若市入選

600757 ライト 深町 安弘 大野城市入選

600760 夕映えの地球 鎌田 貞美 北九州市八幡西区入選

600762 貴方は？ 黒田 力義 北九州市戸畑区入選

600763 碧空と矛 有門 満男 北九州市戸畑区入選

600765 猿団子 久保 純子 田川郡川崎町入選

600766 威嚇 西 寛継 糟屋郡宇美町入選

600768 春めく公園 長 福岡市南区入選

600772 千両役者×２ 津曲 俊雄 春日市入選

600779 鳥居 馬場 康 筑後市入選

600781 赤い服 井寺 節子 筑後市入選

600782 朝霧 井寺 斉昭 筑後市入選

600783 朝のおくりもの 北島 外喜 筑後市入選

600785 街のはな 南 義実 北九州市小倉南区入選

600789 お湯を沸す 佐藤 成則 北九州市小倉北区入選

600798 ハート＆ＲＡＢＵ 菊地 武志 北九州市八幡西区入選

600800 好奇心 中村 セツコ 北九州市八幡西区入選

600803 光彩 荒木 久和 北九州市八幡東区入選

600814 お花畑の見張り番 森﨑 てい子 福岡市城南区入選
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600816 珍鳥飛来 芝田 直人 北九州市小倉北区入選

600817 夕照 田平 敏昭 宗像市入選

600819 踏み俵で歓迎 尾曲 ムツ子 春日市入選

600820 水行 大庭 勝徳 朝倉市入選

600822 記念撮影 畠 市雄 福岡市中央区入選

600825 やすらぎのとき 角 和典 大牟田市入選

600826 渓流の若山翡翠 斉藤 裕二 福岡市南区入選

600827 ぼくの初飛行 森田 章敬 筑後市入選

600829 光のファンタジー 出水 克美 北九州市戸畑区入選

600837 平家の里に流れる音色 石川 吉夫 糟屋郡篠栗町入選

600842 山燃ゆ 川口 和子 福岡市博多区入選

600848 ラブコール♡ 石橋 尚子 福岡市博多区入選

600854 飛ぶ 森 北九州市戸畑区入選

600857 雪日 平山 幸子 北九州市門司区入選

600861 恋の季節 井上 眞由美 北九州市小倉北区入選

600864 霧の朝 福山 美津子 北九州市八幡西区入選

600868 終着駅 勝木 いくよ 春日市入選

600871 お花見 新 福岡市南区入選

600876 祭りの合間に 北園 博昭 福岡市博多区入選

600877 見世物小屋前での一幕 石川 孝邦 北九州市小倉北区入選

600879 うみどり達の朝 入江 一明 北九州市八幡東区入選

600880 干潟の紋様 増野 暢夫 筑紫野市入選

600885 恋のデュエット 平山 隆三 筑紫野市入選

600892 願い事 山仲 英克 田川郡福智町入選

610005 追憶 八田 望 福岡市博多区入選

610006 吹雪く中を 川原 敏明 福岡市西区入選

610008 気合い 八田 公子 福岡市博多区入選

610012 激走 井 藤乃 福岡市中央区入選

610015 お眠り早乙女 庄山 律子 福岡市中央区入選

610023 駅長にご挨拶 宮地 省藏 大野城市入選

610027 孫に引かれて 都地 正範 福岡市東区入選

610033 噴煙 大塚 三保子 太宰府市入選

610037 冬の散歩道 渡辺 和雄 福岡市南区入選

610046 秋の朝 片島 京子 福岡市博多区入選

610050 躍動 城水 勝 行橋市入選

610051 祭りの娘 秋里 ゆかり 行橋市入選

610054 水面を彩る 白川 勉 京都郡みやこ町入選

610055 威嚇 松本 晴生 直方市入選

610061 準備中 北川 雅一 北九州市小倉南区入選
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610065 脱出 生田 莞治 行橋市入選

610071 赤い灯台 木村 正憲 築上郡築上町入選

610073 砂像前 三木 麗子 行橋市入選

610075 ハプニング 白石 郁子 行橋市入選

610076 ゲット！！ 大木 謙之介 築上郡築上町入選

610078 丘の一本桜 白石 明 築上郡築上町入選

610083 秋桜のしずく 林 文雄 京都郡みやこ町入選

610085 御田祭 野正 等 行橋市入選

610091 色香 水上 智昭 北九州市小倉南区入選

610093 みなもの魔術師 浅川 武夫 古賀市入選

610096 視線 今村 廣規 福岡市中央区入選

610104 心頭滅却すれば 戸田 博美 福津市入選

610107 チャレンジ 中尾 勝人 北九州市小倉北区入選

610111 ビートルズの街で 松瀬 誠 宗像市入選

610115 琉球の光 礒部 すみ子 宗像市入選

610117 青空に舞う 宮田 昌子 古賀市入選

610121 夕照 平良 朝子 古賀市入選

610131 親子の語らい 高山 宏明 福岡市博多区入選

610139 麦の波 周 黎波 北九州市小倉北区入選

610143 独りぼっち 松尾 眞知江 北九州市若松区入選

610144 颯然 田渕 昭彦 北九州市八幡西区入選

610153 山村の廃校 上田 耕平 古賀市入選

610154 帰りを待つ 志田 美喜子 福岡市中央区入選

610157 だれ？おれ？ 井口 武彦 北九州市八幡西区入選

610159 天空に咲く 植松 佳春 北九州市八幡東区入選

610161 人馬一体 恒富 啓史 築上郡築上町入選

610166 ヒマラヤ古老 成瀬 市 田川郡香春町入選

610168 がんばろう 今井 羨子 直方市入選

610171 満願 渡辺 ヒロ子 豊前市入選

610175 独り占め 遠藤 充乎 北九州市小倉南区入選

610176 祭へダッシュ 牟田 元弘 北九州市若松区入選

610182 特等席 清田 豊城 豊前市入選

610184 クローバイコロジ 玉置 エミ子 北九州市小倉北区入選

610186 追憶 中村 博芳 直方市入選

610189 老婆 笈木 豊前市入選

610191 赤い糸 秋丸 智彦 田川市入選

610196 長老 梅丸 祐司 田川市入選

610206 早春の水面 濱田 伸子 北九州市小倉北区入選

610208 守り 才所 裕 北九州市八幡西区入選
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610214 おーい！ 富田 佳宏 田川郡香春町入選

610216 丹後の雪 野北 泰司 田川郡添田町入選

610221 獅子舞 田中 章子 北九州市八幡西区入選


