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第73回　福岡県美術展覧会　入賞・入選者一覧

部門 洋画 入賞・入選点数 213 点

出品番号 賞名 題名 氏 名 市区町村名

210271 ある日 井上 寿子 直方市福岡県知事賞

200047 三足カラスＫＡのアジト 小川 かおり 田川郡赤村福岡県議会議長賞

210008 花言葉に乗せた思い 後藤 みゆき 筑紫郡那珂川町福岡県教育委員会賞

200225 記憶のなかの風景Ⅰ 林 陽子 田川郡赤村福岡県美術協会賞

210284 彷徨Ⅰ 今村 ミヨ子 福岡市西区朝日新聞社賞

210078 Play 中村 大輝 太宰府市岩田屋三越賞

210322 ヘルメットの記憶（Ⅰ） 財津 由人 北九州市小倉南区読売新聞社賞

210118 夏の日 嘉村 正彬 小郡市毎日新聞社賞

210157 蟹の宴 原 三枝子 福岡市南区大牟田市長賞

200138 l e a f ある日３ 古賀 利一 飯塚市飯塚市長賞

200096 楽しいひとときA 近藤 敏子 大川市大川市長賞

200074 朽ちるとも凛として・・（２） 藤嶌 啓子 春日市春日市長賞

210203 ペガサス 水﨑 衣美 福岡市早良区大野城市長賞

210084 自画像 山﨑 あゆみ 太宰府市太宰府市長賞

210039 こもれびの詩 安樂 佐智子 北九州市八幡西区宮若市長賞

200227 果物籠を持つ少女 飛島 達也 宗像市福岡市教育委員会賞

210292 南の風にのって 石橋 智恵 北九州市八幡西区福岡市教育委員会賞

200053 アクロス山頂より 水﨑 孝行 福岡市西区北九州市教育委員会賞

200080 池の詩Ⅱ 矢野 千恵 嘉麻市福岡ユネスコ協会賞

200213 あやとり 五郎丸 千恵子 福岡市南区福岡県文化団体連合会賞

210297 潮１ 鹿島 文子 筑紫野市福岡文化財団賞

200152 Do not eat me. 北村 優香 北九州市八幡西区九州産業大学造形短期大学

200021 彩色魚版図 榊 英久 福岡市東区奨励賞

200160 Almost HumanⅢ 広野 和男 福岡市東区奨励賞

210123 my　life 馬場 君子 久留米市奨励賞

200003 香りたつ白木蓮の里 久保田 千賀子 糸島市入選

200009 蔵造りの街 長谷川 滉 京都郡苅田町入選

200010 告解 加藤 健一 北九州市八幡西区入選

200012 鷽（うそ）とまも笛 光安 保子 福津市入選

200014 伝説の園 清宮 ルリ子 筑紫野市入選

200019 湖畔の物語～あなたへ～ 前田 洋子 福岡市中央区入選

200023 夏あそび 榊 明久 糟屋郡須惠町入選

200027 静物 杉町 朱実 福岡市博多区入選

200032 したたかに 井上 豊 糸島市入選

200039 ママと私だけのヒ・ミ・ツ 金子 元義 太宰府市入選

200040 幽玄 島 輝夫 久留米市入選

200044 増殖する重圧の軌跡 川上 一明 福岡市早良区入選

200046 初夏の入江 西山 浩 直方市入選

200048 赤い壺を持つＫＡ’１７ 小川 かおり 田川郡赤村入選
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200052 記憶の帰還 下薗 美代子 北九州市小倉北区入選

200055 山里の朝 菅原 善則 福岡市西区入選

200061 毎日が日曜日 梅田 仲子 糸島市入選

200064 宮 １ 今井 和子 宗像市入選

200066 共鳴 豊福 きみ枝 久留米市入選

200089 強くなろう　大きくなろう 岡村 豊子 直方市入選

200095 ♪ののの季 平嶋 昌子 北九州市八幡西区入選

200100 路地裏の妖怪 前山 久宜 福岡市南区入選

200101 テニス 那須 佐代子 田川郡川崎町入選

200102 群－０１７Ａ 森 真理 福岡市早良区入選

200113 陽だまり 秋山 昇二 京都郡苅田町入選

200120 破壊 中野 實 糟屋郡新宮町入選

200122 盛夏の候 飯森 桂子 飯塚市入選

200128 和紙再生Ⅱ 高田 節子 福津市入選

200132 福工場 石原 政明 糸島市入選

200135 様 Ⅰ 畑 俊一 春日市入選

200140 汚染された人 田上 貴章 福岡市南区入選

200143 室内人物 吉村 和之 大野城市入選

200149 すすき 山下 喜久恵 福岡市西区入選

200150 ぽよぽよⅠ 林 喜子 宗像市入選

200157 風景2017 岸薗 章子 福岡市中央区入選

200158 8月の人 馬場 新二 糸島市入選

200161 桜 杉町 美穂 大牟田市入選

200164 Analog bitmap 北園 太基 宗像市入選

200169 朝市Ｂ 図師 多代子 久留米市入選

200172 ふる里の秋 安藤 安雄 京都郡みやこ町入選

200174 瑞巌寺 山路 明彦 福岡市早良区入選

200175 時の旅人Ⅰ 用正 敏枝 北九州市小倉南区入選

200179 格子棚 落合 正治 大野城市入選

200184 TIPPING POINTS 松崎 正 飯塚市入選

200186 母 石田 ヒトミ 田川郡福智町入選

200190 遠い記憶Ａ 小池 美智子 北九州市小倉南区入選

200193 花びら舞う西夏王陵Ⅱ 田中 朝子 朝倉市入選

200198 月桃に咲く紫陽花と妖精 本田 浩一郎 大野城市入選

200199 捧誓 橋本 佳世 福岡市東区入選

200202 初秋の渓 中原 松美 糸島市入選

200204 ツーリングの思い出 芦辺 増男 福津市入選

200205 直立不動 宮田 信之 福岡市城南区入選

200214 奥飛騨冬景色 稲尾 博 福岡市西区入選
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200215 Magical Mystery Tour 石田 淑江 北九州市小倉北区入選

200216 命短かし、恋せよ乙女（２） 髙鍋 充 飯塚市入選

200219 山の生活 中村 英二 飯塚市入選

200220 地球・その気がかり 平野 賢一 筑紫野市入選

200222 ガーデニング 渋田 古賀市入選

200228 幾何学の蒼い花 宮秋 美保子 北九州市小倉南区入選

200230 藤まつり 八尋 輝幸 宗像市入選

200234 ＥＡＲＴＨ～実像～２０１７・０８ 由奈 福岡市東区入選

210002 私の中の時間 河村 りえ 福岡市中央区入選

210003 卵が!! 古藤 愛梨 糸島市入選

210006 蛙を見つけたよ 吉田 数 太宰府市入選

210007 ながれ 髙木 摩耶 太宰府市入選

210011 微睡む－Ｂ 倉成 晴子 春日市入選

210012 ボーン（１） 平塚 公子 宗像市入選

210017 大いなる慈悲～観世音菩薩 西村 俊彦 福岡市博多区入選

210020 祥 松坂 繁子 うきは市入選

210021 誰もいない小さな踏切 松永 一夫 小郡市入選

210022 フィレンツェの町並 中村 八重子 久留米市入選

210027 慟哭 足立 美秋 北九州市八幡西区入選

210028 山の鼓動 田村 丈德 北九州市八幡西区入選

210030 夢幻 田代 多惠子 北九州市八幡西区入選

210033 愛す喜び 山室 美幸 北九州市八幡西区入選

210034 泣いた赤おに 大塚 春之助 北九州市八幡西区入選

210035 水無月の午後 臼木 厚子 遠賀郡岡垣町入選

210036 machi 尊田 文枝 北九州市若松区入選

210037 プラットホーム・２０時 矢野 尚 北九州市若松区入選

210044 incarnation（化身） 三原 鈴恵 北九州市若松区入選

210049 通過道とニケ像 佐藤 忠治 柳川市入選

210050 旅立ち 大場 洋子 久留米市入選

210051 相 古賀 燿子 八女市入選

210053 浮遊 片山 美智子 みやま市入選

210054 画室の自画像 大瀬戸 邦雄 大牟田市入選

210055 蓮 草野 敏 大牟田市入選

210057 深生 塚本 和美 大牟田市入選

210058 追想 馬場 節子 久留米市入選

210059 TOWN 浅井 八重子 大牟田市入選

210060 朱い草履 池田 成子 朝倉市入選

210061 阿弥陀三尊像 松尾 敬介 八女市入選

210069 きぼう 三谷 シズ子 北九州市小倉南区入選
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210074 震災　戻りたい福島の家へ 中村 幸江 北九州市小倉南区入選

210075 こちら東京上空異常なし 永留 圭 太宰府市入選

210083 自画像 城戸 碧 太宰府市入選

210085 自我像 和仁 辰一朗 太宰府市入選

210086 自画像 藤田 真奈 太宰府市入選

210087 紙飛行機（夢を乗せて） 末吉 静子 北九州市小倉南区入選

210089 どうやら騙されたようだ。 岩田 菜々 北九州市八幡西区入選

210091 ヰノセンス 熊谷 千波耶 北九州市八幡西区入選

210094 椿下の客 中野 英二 北九州市小倉北区入選

210095 自由 井上 茜 北九州市八幡西区入選

210097 僕の友達 白貝 繁 北九州市小倉南区入選

210098 枯蓮待春冬午後 大貝 勝代 北九州市戸畑区入選

210099 樹韻 木元 美千子 行橋市入選

210104 坂の街（綺音） 佐藤 華余子 北九州市八幡東区入選

210106 グレゴリオ聖歌頌 井上 美彌子 北九州市八幡東区入選

210107 暦日（Ⅰ） 末永 千春 北九州市小倉北区入選

210115 印象　ŌONAMUCHI　ZINZYA 永岡 保宏 朝倉郡筑前町入選

210120 ミッドナイトタウン 石橋 美名子 久留米市入選

210121 プリューシュ・クリスマス 大岩根 恵子 久留米市入選

210122 迷宮２０１７ 伊藤 健一 福岡市中央区入選

210124 放課後 秋吉 ヤス子 久留米市入選

210127 海音 大塚 美知子 北九州市門司区入選

210129 季節は巡る。 前田 久美子 北九州市八幡西区入選

210130 二人の世界 和田 明美 北九州市小倉北区入選

210133 ジャンクションのある街 久保地 誠市 北九州市小倉南区入選

210135 六月のテーブル 青木 明子 福岡市西区入選

210136 川辺に降りたフクロウ 後山 陽子 福岡市東区入選

210137 ココロノカタチ 石川 由紀 福岡市南区入選

210138 五月雨をあつめて 石橋 啓子 福岡市西区入選

210140 悲歎 大田 重信 太宰府市入選

210142 精霊が淒む 小野 公平 福岡市中央区入選

210144 ココロ・もよう 川上 よし子 太宰府市入選

210145 お気に入りの場所 坂口 陽香 福岡市南区入選

210146 The earthⅡ 坂口 律子 福岡市早良区入選

210147 秋日和 坂本 恒義 福岡市東区入選

210148 生なるもの（朽ちて輝やく） 定直 都 福岡市南区入選

210149 Position 須藤 効子 福岡市南区入選

210152 ヨットハーバーの情景 中野 悦子 福岡市博多区入選

210153 ７２年目の夏 仲道 和仁 福岡市城南区入選
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210154 記憶の流にて命をつなぐ 西 信也 福岡市早良区入選

210156 ビャウォヴィエジャ森の精 西山 七洋美 福岡市東区入選

210159 ネパールの街角 本多 洋子 糟屋郡宇美町入選

210162 唐津くんち十番曳山男衆 松林 高太朗 福岡市早良区入選

210163 セレモニー 三島 眞理 福岡市東区入選

210165 楽しかった思い出の町 八板 まゆり 福岡市中央区入選

210166 河畔 安河内 良光 福岡市東区入選

210172 ミス・ロンリー 大庭 幹雄 福岡市東区入選

210177 ムーブメント 奥田 久美子 福岡市西区入選

210179 想＆創Ⅰ 古賀 知雄 福岡市南区入選

210180 やよいのリズム 佐藤 友美 福岡市中央区入選

210184 黄のいろの交響曲７番 白水 龍子 春日市入選

210194 街の風Ⅱ 林 友子 福岡市西区入選

210197 空を見上げてⅠ 平野 桂子 大野城市入選

210205 虹のイマージュ 村田 泰子 筑紫野市入選

210206 パーティー 森口 弘子 福岡市早良区入選

210209 くすの木 田島 八千子 福岡市中央区入選

210210 遠回りの帰り径 水田 あけみ 古賀市入選

210211 光陰 塚本 光洋 北九州市小倉北区入選

210213 風雨 古川 陽子 北九州市八幡西区入選

210219 祭の顔 川原 由美 福津市入選

210229 大地に眠る 池端 あい 福岡市東区入選

210230 赤に染まる時間 伊藤 和子 福岡市東区入選

210232 沈水 太田黒 美幸 福岡市東区入選

210234 ｇｉｆｔ 兒玉 恵美子 福岡市南区入選

210237 熱だ～ 周 玲 福岡市東区入選

210238 死亡 秦 宇 福岡市博多区入選

210239 メロディー 陶山 遼 春日市入選

210245 鵜 水田 計徳 福岡市東区入選

210247 Family 八道 充子 宗像市入選

210249 Ｓｔａｔｉｏｎ 恵子 太宰府市入選

210258 夏の朝Ⅰ 井上 ヒロ子 太宰府市入選

210260 夏の終わり 西住 三惠子 太宰府市入選

210262 ’17某日Ⅰ 池田 礼子 糟屋郡志免町入選

210266 伝えたい事 中島 伊津美 太宰府市入選

210268 大地の鼓動 松岡 久子 福岡市中央区入選

210270 仰天 井上 寿子 直方市入選

210273 水の音 越智 万紀 福岡市西区入選

210275 命の森 牛房 美穂子 福岡市東区入選
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210276 只今減量中 辻本 庶恵 福岡市南区入選

210279 操る 下田 昇 飯塚市入選

210281 世界遺産（Ⅱ）　新原奴山古墳群 森田 則子 宗像市入選

210283 私は元気ヨ 皆川 照代 北九州市小倉北区入選

210287 廃船（月の下で）－17 中田 貢 北九州市小倉南区入選

210289 エンドレスⅡ 竹田 紀子 北九州市小倉南区入選

210290 錯綜する街Ⅰ 重渕 喜美子 北九州市小倉北区入選

210294 おお！まいは～と 前山 勝三郎 北九州市八幡西区入選

210301 楽しいテーブル 栗岡 恭子 福岡市南区入選

210302 想い 石橋 喜子 筑紫野市入選

210304 シーズンオフ 力久 則子 筑紫野市入選

210305 西戒壇 森田 忠紀 筑紫野市入選

210308 青い林檎 大森 佳代 筑紫野市入選

210309 棚田で舞うトンビ 長谷 寿江 筑紫野市入選

210312 編む間も無く完成Ⅲ 野田 杉子 太宰府市入選

210318 歓喜 板谷 勝美 北九州市小倉南区入選

210319 川で遊ぶ少年 冨岡 由春 北九州市小倉南区入選

210324 ＤＯＫＯＥⅡ 八並 順子 京都郡苅田町入選


