
第７４回福岡県美術展覧会 

 

デザイン 部門 

 

入賞・入選者 

 

 

福岡県知事賞 モラル、見えていますか？ 小林 遥香 

 

 

 

福岡県美術展覧会実行委員会 



第74回第74回第74回第74回　　　　福岡県美術展覧会福岡県美術展覧会福岡県美術展覧会福岡県美術展覧会　　　　入賞入賞入賞入賞・・・・入選者一覧入選者一覧入選者一覧入選者一覧

部門部門部門部門 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾃﾞｻﾞｲﾝﾃﾞｻﾞｲﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ 入賞入賞入賞入賞・・・・入選点数入選点数入選点数入選点数 84 点

出品番号出品番号出品番号出品番号 賞名賞名賞名賞名 題名題名題名題名 氏氏氏氏 名名名名 市区町村名市区町村名市区町村名市区町村名

700081 モラル、見えていますか？ 小林 遥香 福岡市博多区福岡県知事賞

700008 海面水温上昇 荒木 希代 福岡市中央区福岡県教育委員会賞

700084 ３Ｒ 井上 七緒 古賀市福岡県美術協会賞

700031 沸騰寸前 中原 慎悟 北九州市八幡西区朝日新聞社賞

700114 Ｍｒ＆Ｍｒ 加茂 万里江 福岡市博多区岩田屋三越賞

700113 小さなマナー 釘宮 凜太郎 福岡市博多区福岡県文化団体連合会賞

700021 王は私の話を… 田 スンヒョク 福岡市東区福岡文化財団賞

700170 外見と中身 山本 彩乃 北九州市八幡西区九州産業大学造形短期大学

700097 人も動物も 湯浅 亮子 福岡市西区奨励賞

700001 邪曲 堀 博 福岡市西区入選

700002 ＳＵＮＲＩＳＥ 平田 ますみ 福岡市博多区入選

700003 Ｔｈｉｎｋｓ 藤原 美貴 福津市入選

700005 ずっと家族だよ 原野 恭子 福岡市東区入選

700006 大空に舞う 平位 章子 筑紫野市入選

700007 日本観光誘致 幸尾 裕太 福岡市西区入選

700009 評判はぶらさがる。 川畑 文乃 遠賀郡芦屋町入選

700010 喫煙マナー 石川 春那 大牟田市入選

700011 喫煙マナーアップ 井川 七彩 福岡市東区入選

700012 たべのこしいいの？ 武田 明音 福岡市東区入選

700015 放置児童をなくそう 齋藤 聖菜 福岡市東区入選

700017 自転車は正しく乗りましょう 千手 祐樺 糟屋郡宇美町入選

700018 レッテル 竹山 さくら 北九州市八幡西区入選

700020 川も心も美しく 指方 悠佑 福岡市東区入選

700024 美々津 甲斐 ひかり 福岡市東区入選

700025 岡山県とマンホール 片山 みのり 糟屋郡新宮町入選

700026 ＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ 藤澤 奈央 福岡市東区入選

700027 ＣＲＡＴＥＲ　ＡＳＯ 坂本 冬華 福岡市東区入選

700030 飾り山笠 髙村 貴一 福岡市城南区入選

700037 明日のため 永松 愛結 太宰府市入選

700045 異世界 古川 己祥 太宰府市入選

700049 脳内鳥瞰図 中村 吉晴 太宰府市入選

700055 捨てないで 山田 優維 太宰府市入選

700060 わたし色 三木 まどか 太宰府市入選

700063 スマホ依存 緒方 夢津美 太宰府市入選

700064 いわざる 前田 紗弥 太宰府市入選

700065 時間経過 大力 縁織 太宰府市入選

700066 未熟 光井 くるみ 太宰府市入選

700067 ＪＥＷＥＬＲＹ 森 こころ 太宰府市入選

700068 見苦しい 花園 彩 太宰府市入選
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700070 音楽の不思議 古川 舞子 太宰府市入選

700072 「キサと三日月」 園 こうじろう 田川市入選

700073 ザ・ストーリー 末松 正和 田川市入選

700075 笑顔は究極のマナー 宮園 優希乃 福岡市博多区入選

700078 あと 池田 広大 福岡市東区入選

700079 さす？刺す？ 城戸 那菜子 糟屋郡篠栗町入選

700080 欠けてませんか？ 池田 裕夏 福岡市博多区入選

700082 見えていますか、ＬＧＢＴ 佐和田 星 福岡市博多区入選

700086 目の上に、置かないで。 勝田 英恵 北九州市小倉北区入選

700087 座りたいなぁ 平山 未歩 北九州市小倉北区入選

700088 ＳＮＳパトロールマナちゃん 中西 志穂 北九州市小倉北区入選

700089 溺れるな 楠本 芽依 北九州市小倉北区入選

700090 黄色は止まれ 北村 伶奈 北九州市小倉北区入選

700091 豚だ間違いだ狼 白木原 綺歩 北九州市小倉北区入選

700095 お箸のマナー 山中 ありさ 北九州市小倉北区入選

700098 私の夏休み 石田 力大 北九州市小倉北区入選

700100 思いやりマン 岩下 可菜 福岡市東区入選

700104 小福と懐かしの味 井戸川 恵万 北九州市小倉南区入選

700108 青由布 阿部 翔士 北九州市小倉北区入選

700110 人種のサラダボウル アルコーラ ハウラ 福岡市博多区入選

700112 思いやりを考えた時の過程 大熊 充 うきは市入選

700115 Ｄｏｎ’ｔ　ｔｏｕｃｈ　ｍｅ 副島 智美 福岡市城南区入選

700116 今時のめだか 小田 妙子 福津市入選

700122 誰かの光 日野 希海 北九州市小倉北区入選

700125 あなたにはありますか？ 伊藤 雅人 北九州市小倉北区入選

700128 進化 小林 沙綾 北九州市小倉北区入選

700129 水面下の真実 相良 友一 北九州市小倉北区入選

700131 思いやりは想像から 島本 さやか 北九州市小倉北区入選

700133 愛で世界に色をつける。 竹田 菜央 北九州市小倉北区入選

700135 最後の資源 中部 堅斗 北九州市小倉北区入選

700136 優しさの街 藤田 泰哉 北九州市小倉北区入選

700139 ココロ遣い 出口 敦嗣 北九州市小倉南区入選

700144 ちょっと立ち止まってみて 釜 梨花子 北九州市小倉北区入選

700148 見えてる？ 石井 ひかる 北九州市小倉北区入選

700150 愛 植田 邦夫 北九州市小倉北区入選

700153 周りを気遣う心 黒土 萌 北九州市小倉北区入選

700154 小さな思いやり 澄川 夏渚 北九州市小倉北区入選

700155 厚顔無恥 竹原 実咲 北九州市小倉南区入選

700160 態度がメタボ？ 玉木 南 北九州市小倉北区入選
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700162 現代日本妖怪図鑑 八田 奈穂 北九州市小倉北区入選

700165 モノクロ世界 古賀 雅人 北九州市小倉南区入選

700168 目に見える思いやり 森川 公花 北九州市小倉北区入選

700172 家族の健やかな成長を願う 西田 由紀 福岡市早良区入選

700173 絶景かな？絶景かな？ 山根 修平 北九州市小倉北区入選

700174 車内でも美しく 樗木 夢 福岡市西区入選


