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100064 水流譜 松永 憲博 糟屋郡新宮町福岡県知事賞

100024 静かな午後 小川 明子 太宰府市福岡県教育委員会賞

100062 清座 藤本 杏子 福岡市中央区福岡県美術協会賞

100018 憧憬 土井 幾代 北九州市八幡西区朝日新聞社賞

100058 奏 檜室 多恵子 筑紫郡那珂川町岩田屋三越賞

100028 晩秋 小方 一憲 宗像市福岡県文化団体連合会賞

100047 樹蔭 金光 陽子 福岡市早良区福岡文化財団賞

100035 光暈 岩田 美智子 北九州市八幡西区九州産業大学造形短期大学

100012 解放 小寺 江理 北九州市若松区奨励賞

100002 赤い花咲く 都甲 かやの 福岡市西区入選

100004 ASO 松元 利文 福津市入選

100006 ネジバナの夢 渡辺 裕美 田川市入選

100007 刻 桑野 禎子 大牟田市入選

100008 坑壁 上村 恵子 大牟田市入選

100013 窓際の向日葵 北里 富江 北九州市八幡西区入選

100014 始秋 伊勢 郁子 北九州市戸畑区入選

100015 平尾台の秋 池内 幸子 北九州市小倉南区入選

100017 壁 香野 文男 北九州市八幡西区入選

100020 貴船・沢の蛍 小田 優佳子 太宰府市入選

100023 椿 森田 和子 朝倉市入選

100025 月の光 川上 斎子 福岡市中央区入選

100026 鏡 木村 よし子 糟屋郡新宮町入選

100027 初夏の耶馬渓 大弓 武徳 遠賀郡遠賀町入選

100031 Ancient 松浦 秀幸 福岡市南区入選

100032 無限との境界 中ノ瀬 英介 福岡市西区入選

100033 旅の途中 古賀 豊子 久留米市入選

100034 老門 古賀 靖子 福岡市城南区入選

100037 盛夏 藤田 康子 福岡市博多区入選

100038 かもふらみんご 小原 聖良 太宰府市入選

100039 ももの好きな唄 川口 美玖 太宰府市入選

100042 乙女椿 吹春 詞野 太宰府市入選

100044 ひかり 出口 陽加里 太宰府市入選

100045 陶酔 藤 由貴 太宰府市入選

100046 くつろぎ 松尾 紀子 福岡市博多区入選

100048 鼓音 佐藤 和美 北九州市小倉北区入選

100049 深淵 近藤 如子 福岡市城南区入選

100050 赤い実 奥 ゆう子 田川郡添田町入選

100051 天空の青い芥子の花 原 淑子 福岡市城南区入選

100052 蓮華（祈り） 古田 洋介 福岡市東区入選
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100053 ２つのティアラ 満園 順子 福岡市東区入選

100054 牛乳のあの人 吉田 隆大 北九州市門司区入選

100055 命 堺 瑞穂 糟屋郡新宮町入選

100056 春容・芽ばえ 磯野 泰雄 福岡市中央区入選

100059 最後の恋に輝く傘を開いて 長谷野 清光 福津市入選

100060 光 大渕 孔遠 糟屋郡須惠町入選

100063 秋韻 岡 ヤス子 福岡市東区入選

100065 蝶々の涙 東 さくら 太宰府市入選

100068 花灯窓 小田 孝子 宗像市入選

100069 秋に薫る 髙田 たゆみ 行橋市入選

100070 春映 鈴木 弘子 北九州市門司区入選

100071 秋色 木下 幸子 福岡市早良区入選

100072 花筏 三津木 泉 北九州市小倉南区入選

100073 雨あがり 吉田 代 北九州市小倉南区入選

100074 緑樹 東 直子 北九州市小倉南区入選

100075 夏風 川越 八千代 福岡市南区入選

100077 雨意 近藤 史紀 筑後市入選

100078 初空 中牟田 佳子 筑紫野市入選

100079 街道、原田より 大塚 真住 筑紫野市入選

100080 やすらいのとき 柿本 遥菜 朝倉郡筑前町入選

100081 雨音の声 赤司 真里菜 糟屋郡須惠町入選

100082 雀のお宿 下村 勝 福岡市東区入選

100083 春風 深見 恵子 福岡市東区入選


