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第73回　福岡県美術展覧会　入賞・入選者一覧

部門 ﾃﾞｻﾞｲﾝ 入賞・入選点数 84 点

出品番号 賞名 題名 氏 名 市区町村名

700014 はじめ　と　むすび。 浜武 武士 久留米市福岡県知事賞

700148 雨の種類 大倉 万里奈 遠賀郡岡垣町福岡県教育委員会賞

700086 SUMI 田 承爀 福岡市東区福岡県美術協会賞

700104 言の葉 田中 喜久子 小郡市朝日新聞社賞

700082 ふるさと米 太田 永遠 福岡市中央区岩田屋三越賞

700079 TOBATA祇園 末吉 美奈 福岡市東区福岡県文化団体連合会賞

700072 心惹かれる日本の言葉 池田 汐里 福岡市博多区福岡文化財団賞

700161 心のことば 黒土 萌 北九州市小倉北区九州産業大学造形短期大学

700062 かっこつけてもかっこ悪い 茅島 菜美 北九州市八幡西区奨励賞

700001 干支いろいろ 平位 章子 筑紫野市入選

700002 北九州自然マップ 前村 裕美恵 北九州市戸畑区入選

700003 夢 池高 春奈 北九州市小倉南区入選

700011 ＭＡＫＥ　ＰＥＡＣＥ． 永野 亨 糟屋郡新宮町入選

700019 まだ続けるの？ 中村 菜々実 太宰府市入選

700020 咀嚼 田中 那於 太宰府市入選

700021 依存 雪乃 太宰府市入選

700022 春夏秋冬 瑠南 太宰府市入選

700023 水分補給 光井 くるみ 太宰府市入選

700024 心や愛情 前田 紗弥 太宰府市入選

700026 ふるさとの言葉って優しい 緒方 夢津美 太宰府市入選

700027 想像は広がる 大力 縁織 太宰府市入選

700041 自分 東堤 愛依璃 太宰府市入選

700044 いないいない 吹春 詞野 太宰府市入選

700054 ｃａｔコミュニケーション 原野 恭子 福岡市東区入選

700055 小倉織 福島 萌 北九州市八幡西区入選

700058 いつまでも青春 松本 日菜子 北九州市八幡西区入選

700059 情報流出中 尾郷 智美 北九州市八幡西区入選

700060 悪行ウォッチⅡ 髙須賀 杏花 北九州市八幡西区入選

700061 育てよう、想像力 濱田 優海 北九州市八幡西区入選

700066 伝えない数だけ離れていく 嘉数 開吏 福岡市博多区入選

700068 友達 毛利 美玲 福岡市博多区入選

700071 歩き続ける 大野 由貴 福岡市南区入選

700074 とりあえずのコトバ 栗原 良美 中間市入選

700077 飲み込んだ言葉 林 果歩 福岡市博多区入選

700078 博多屋台 村上 さくら 福岡市東区入選

700080 九州を紡ぐ 佐藤 帆乃佳 福岡市東区入選

700081 人は本でできている 小坂 麻緒 福岡市東区入選

700087 ことばでつながる 橋口 恵美 福岡市早良区入選

700088 なんしようと 石田 力大 北九州市小倉北区入選
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700089 Tour de 日本 石田 力大 北九州市小倉北区入選

700090 STOP！過労死・過労自殺 EDWIN BIN SABT 福岡市博多区入選

700092 手で表す言葉 目で見る言葉 武下 龍生 大川市入選

700094 家族　たいせつなモノ 浅松 悠 北九州市小倉北区入選

700096 イヌのコトバ　アイコトバ 川畑 莉瑚 北九州市小倉北区入選

700097 こころのことば 原 由希菜 北九州市小倉北区入選

700098 伝える 莉奈 福岡市博多区入選

700100 ＵＰ　ＳＩＤＥ　ＤＯＷＮ 副島 智美 福岡市城南区入選

700102 何度でも 川浪 ひかり 福岡市博多区入選

700103 話そっ 田中 喜久子 小郡市入選

700106 リスク 松田 明代 福岡市博多区入選

700107 心に刺さることば 釘宮 凜太郎 福岡市博多区入選

700108 目は口ほどにものを言う 宮園 優希乃 北九州市八幡西区入選

700110 宗像三女神天翔る 小田 妙子 福津市入選

700115 告白 馨華 柳川市入選

700116 ken pen 山根 修平 北九州市小倉北区入選

700118 昆虫世界之図　其壱 成里 康伸 古賀市入選

700120 目は口ほどに… 岡部 由紀子 筑紫郡那珂川町入選

700123 言ノ葉 石田 ななみ 北九州市小倉南区入選

700125 愛す≒アイス 鎌田 桃歌 北九州市小倉北区入選

700127 情報網 福間 彩未 北九州市小倉北区入選

700130 あふれる想いは花言葉 小林 優奈 北九州市小倉北区入選

700134 ことばあそび 山本 彩乃 北九州市八幡西区入選

700136 目は口ほどに物を言う 出口 敦嗣 北九州市小倉南区入選

700138 言葉の海 釜 梨花子 北九州市小倉北区入選

700139 言葉の雨 木村 佳菜美 北九州市小倉北区入選

700140 言葉はどこから創られる？ 花田 明未子 北九州市小倉北区入選

700145 言葉の棘 井上 海豊 北九州市八幡西区入選

700146 言葉の海に溺れる 井原 夏美 北九州市小倉北区入選

700147 ランゲージ 内田 夢人 北九州市小倉北区入選

700149 匿名という名の仮面 大下 寧々 北九州市小倉北区入選

700150 世界のありがとう 小林 百子 北九州市八幡西区入選

700153 ネガティブワード 西岡 大志 北九州市小倉北区入選

700157 日本の象徴 石原 果希 北九州市小倉北区入選

700158 言葉の空き缶 植田 邦夫 北九州市小倉北区入選

700160 纏う言葉 窪井 加奈 北九州市小倉北区入選

700162 言葉が変える日常 古賀 優美 北九州市小倉北区入選

700163 言葉の発信 澄川 夏渚 北九州市小倉北区入選

700165 素直になろうね 八田 奈穂 北九州市小倉北区入選



第73回　福岡県美術展覧会　入賞・入選者一覧

部門 ﾃﾞｻﾞｲﾝ 入賞・入選点数 84 点

出品番号 賞名 題名 氏 名 市区町村名

700167 言霊 竹原 実咲 北九州市小倉南区入選

700168 人魚姫 立野 心太 北九州市小倉南区入選

700169 つみき 玉木 南 北九州市小倉北区入選

700173 糸 本多 結 福岡市南区入選

700175 コミュ障 白井 慶 福岡市博多区入選

700176 廻る季節の協奏曲 有馬 瑠泉 太宰府市入選


