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第75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

210248 帰路 篠原 律子 筑紫野市福岡県知事賞

210165 潦 田村 正一 福岡市早良区福岡県議会議長賞

210212 明日へ翔ぶⅡ 栗田 見佐子 北九州市八幡西区福岡県教育委員会賞

200078 静かな空間（A） 小川 政敏 田川市福岡県美術協会賞

210218 社交界の集い 石橋 美名子 久留米市朝日新聞社賞

210136 届いた調べ 井上 美彌子 北九州市八幡東区岩田屋三越賞

210116 冬池枯蓮詩 大貝 勝代 北九州市戸畑区読売新聞社賞

210054 復興への道 渡部 孝 北九州市戸畑区毎日新聞社賞

200169 From Sky 浅井 八重子 大牟田市大牟田市長賞

210159 畑のワルツ 古谷 真智子 田川市直方市長賞

210146 マジックショー 小谷 由紀子 福岡市中央区八女市長賞

210115 ミクロの世界 大江 正弘 北九州市小倉南区中間市長賞

210160 じゃがいもの詩 勝野 凖子 春日市春日市長賞

210114 生きる場所 北田 美鈴 宗像市宗像市長賞

210119 記憶の誘惑 大石 千代子 北九州市八幡西区太宰府市長賞

200066 街の片隅で 山下 喜久恵 福岡市西区福岡市教育委員会賞

210227 野道 重冨 貞美 うきは市福岡市教育委員会賞

210006 西海浄土図 鈴木 直之 福岡市南区北九州市教育委員会賞

200013 ＣＯＬＯＲ 松本 恵津子 福岡市中央区福岡ユネスコ協会賞

210124 時代の断層 末永 千春 北九州市小倉北区福岡県文化団体連合会賞

210208 喧騒の街Ⅱ 重渕 喜美子 北九州市小倉北区福岡文化財団賞

210236 初夏の卓上 石橋 喜子 筑紫野市九州産業大学造形短期大学

210055 光陰 花田 美佐子 北九州市八幡西区奨励賞

210144 森の散策 安河内 良光 福岡市東区奨励賞

210202 古代への誘いⅡ 三谷 シズ子 北九州市小倉南区奨励賞

200003 ついておいで 大久保 司 飯塚市入選

200004 アーティチョーク 渋田 玲子 古賀市入選

200009 挽歌 光安 保子 福津市入選

200014 水辺のハンター 松岡 修一 嘉麻市入選

200019 ヒヴァの扉 松本 一喜 福岡市中央区入選

200023 伊都の雪景色 稲尾 博 福岡市西区入選

200024 楽しかったお話 豊福 きみ枝 久留米市入選

200028 海鳥は… 福田 直美 北九州市小倉北区入選

200029 支える　宗像大社本殿 今井 和子 宗像市入選

200030 待つ 塚本 光洋 北九州市小倉北区入選

200031 梅雨前のざわめき 青木 明子 福岡市西区入選

200033 羽を休める 田中 美穂 北九州市小倉南区入選

200035 路地の夜景 菅原 善則 福岡市西区入選

200037 かの島へサイクリング 猪股 寛昭 福岡市南区入選
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200038 初夏の大山 西山 浩 直方市入選

200039 伯耆大山早春 野見山 弘次 宮若市入選

200040 傷つきやすい命 坂本 栄治 飯塚市入選

200042 AQUA36℃ 中村 英二 飯塚市入選

200045 Human.No1 北園 太基 宗像市入選

200048 19個のリンゴ 杉町 朱実 福岡市博多区入選

200050 収穫の万華鏡Ⅱ 堤 宣陽 柳川市入選

200051 石のかざぐるま 落合 正治 大野城市入選

200055 鸚鵡貝のでる夜 田代 ゆかり 福岡市東区入選

200056 君の歩んだ道 横尾 保馬 飯塚市入選

200057 毎日が日曜日 梅田 仲子 糸島市入選

200059 朧月夜 榊 明久 糟屋郡須恵町入選

200060 大自然（阿蘇） 青木 政澄 糸島市入選

200062 アムステルダムの街 中原 松美 糸島市入選

200068 実芭蕉Ⅱ 高田 節子 福津市入選

200069 ムルシ族１ 安田 順子 福岡市東区入選

200075 ～森からのメッセージ～ 平嶋 昌子 北九州市八幡西区入選

200077 夕立の後 内田 真佐子 古賀市入選

200080 路地裏の道祖神 前山 久宜 福岡市南区入選

200081 パイナップル 広野 和男 福岡市東区入選

200084 秋香を惜しみつつ 生方 秀喜 福岡市城南区入選

200087 青いワンピースの女 鶴田 豊秋 福岡市城南区入選

200089 MY DEAR（Ⅱ） ハタ ユミ 福岡市博多区入選

200091 追憶 荒木 貞 福岡市博多区入選

200093 SAT 住吉 智子 福岡市南区入選

200095 たおやかなとき 金子 元義 太宰府市入選

200100 シューベルトを聴きながら 野口 節子 福岡市中央区入選

200101 赤い屋根の思い出 下薗 美代子 北九州市小倉北区入選

200102 海ガメからのメッセージⅠ 出家 倫子 那珂川市入選

200106 identity 吉川 瑞希 福岡市早良区入選

200108 ぽよ　ぽよ 林 喜子 宗像市入選

200110 盈月１ 横大路 幸子 福岡市南区入選

200113 バレエレッスン 永吉 俊美 大牟田市入選

200115 悲しいことだったのかも２ 畑 俊一 福岡市中央区入選

200117 春を待つ 田中 朝子 朝倉市入選

200120 岸辺の休漁船 福永 修二 福岡市南区入選

200121 東北の春 山路 明彦 福岡市早良区入選

200125 山歩きの道標 大宅 徹 福岡市早良区入選

200130 グランドキャニオン 田中 哲雄 飯塚市入選



第75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

200132 テトラポット仕事中 八尋 輝幸 宗像市入選

200133 手づくり市 図師 多代子 久留米市入選

200138 晩秋の山湖 下村 勝 福岡市東区入選

200139 仁王 芦辺 増男 福津市入選

200143 景 矢野 千恵 嘉麻市入選

200144 煌く波止場 宮田 信之 福岡市城南区入選

200151 つながる 神野 愛可 糸島市入選

200156 秋月散策 青木 直次 筑紫野市入選

200157 Natura morta 菅 晶子 福岡市西区入選

200159 ゲットウ 平山 登章 福岡市早良区入選

200165 萩の家 野中 慶子 太宰府市入選

200168 Gの馬にのって 井本 悟 福岡市城南区入選

200170 マンハッタンの夜景 板持 國夫 田川市入選

200176 晩夏 林 陽子 田川郡赤村入選

200178 Profundo 石橋 啓子 福岡市西区入選

200180 洗い終るまで 松雪 亮子 春日市入選

200183 三十路 神尾 裕美 福岡市博多区入選

210001 ニックネームはソクラテス 田島 八千子 福岡市中央区入選

210003 午後のひととき 大谷 昭子 大野城市入選

210005 屋根 武藤 美保子 福岡市中央区入選

210009 木立ち 水田 あけみ 古賀市入選

210011 らくよう（落葉） 釜瀬 弘子 福岡市早良区入選

210012 あなたはだれ？（２） 平塚 公子 宗像市入選

210016 威光たる勝利門観世音菩薩 西村 俊彦 福岡市博多区入選

210018 黎明 馬場 節子 久留米市入選

210021 MIDNIGHT ZOO 大場 洋子 久留米市入選

210022 旧家の夏 原 徹 八女郡広川町入選

210023 ハス池 牟田 英昭 大牟田市入選

210024 トオクへ 池田 成子 朝倉市入選

210025 菊花と自画像 大瀬戸 邦雄 大牟田市入選

210026 躍如 佐藤 忠治 柳川市入選

210027 宇宙の華 德永 健児 大牟田市入選

210028 裏街 島田 洋子 久留米市入選

210032 坐像 松尾 敬介 八女市入選

210034 街Ⅰ 相浦 利祐 柳川市入選

210036 赭い煉瓦の記憶 前田 安記 北九州市戸畑区入選

210037 TANGLEDⅡ 柴﨑 和子 北九州市門司区入選

210038 水の鏡（柱状節理） 久保地 誠市 北九州市小倉南区入選

210040 春はまだかなぁ 水田 登子 北九州市小倉北区入選
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210043 あしたも、きっと逢える 中村 八重子 久留米市入選

210044 もうすぐ電車が通る踏切 松永 一夫 小郡市入選

210046 MEZAME 三小田 眞智子 久留米市入選

210048 衆生界 本田 浩一郎 大野城市入選

210051 LIFE（ある日） 石田 淑江 北九州市小倉北区入選

210052 万華鏡の秋映え 臼木 厚子 遠賀郡岡垣町入選

210056 いのち 田代 多惠子 北九州市八幡西区入選

210057 迸る 古川 陽子 北九州市八幡西区入選

210058 生きる 椋原 澄子 北九州市小倉南区入選

210060 時は流れる 大塚 春之助 北九州市八幡西区入選

210061 ラプソディー 三原 鈴恵 北九州市若松区入選

210062 セメント工場 武冨 千代子 北九州市小倉南区入選

210065 スクラップ・ヤード 矢野 尚 北九州市若松区入選

210069 黄昏迫る街 松田 邦江 福岡市中央区入選

210076 冬の白川郷 冨岡 由春 北九州市小倉南区入選

210077 カオスⅠ 八並 順子 京都郡苅田町入選

210080 花持つ人 前川 洋子 築上郡築上町入選

210085 村の夕暮れ 中村 吉秀 太宰府市入選

210086 月に吼える 伊藤 聖子 福岡市東区入選

210089 三姉妹 中島 千恵子 大野城市入選

210093 初油 長家 美羽 太宰府市入選

210094 はじめ 古川 己祥 太宰府市入選

210097 始めました。 野田 舞 太宰府市入選

210098 とけたい 増田 由菜 福岡市東区入選

210099 流麗 村川 萌 太宰府市入選

210100 それでも生きる 窪田 彩良 福岡市東区入選

210103 守られて―春 千々和 洋子 福津市入選

210106 三池炭坑三川坑廃墟 駒田 悌雄 福津市入選

210111 純心 那須 颯希 福岡市東区入選

210112 駐船場 白貝 繁 北九州市小倉南区入選

210118 育む街 大庭 廣子 北九州市若松区入選

210120 無限の刻 金谷 まり子 北九州市門司区入選

210121 壁の眼 渡辺 透志子 遠賀郡岡垣町入選

210122 杉山の秋 中野 英二 北九州市小倉北区入選

210123 ひこうき 末吉 静子 北九州市小倉南区入選

210126 丹碧 村山 渚紗 北九州市八幡西区入選

210127 自然のささやき 田口 莉彩 北九州市八幡西区入選

210128 流れ 森分 麻莉紗 北九州市八幡西区入選

210129 休息 富岡 伽那子 北九州市八幡西区入選
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210140 残光 仲道 和仁 福岡市城南区入選

210141 心もよう（道） 川上 よし子 太宰府市入選

210142 カフェ．ミモザ 佐藤 友美 福岡市中央区入選

210143 鼓動 石川 由紀 福岡市南区入選

210145 レクイエム 村田 泰子 筑紫野市入選

210150 そこに在るもの 須藤 効子 福岡市南区入選

210151 令和の時(太陽と海)沖の瑞 定直 都 福岡市南区入選

210153 記憶 党 美智代 福岡市早良区入選

210154 道 前田 ミサオ 福岡市南区入選

210155 卓上の静物 原 三枝子 福岡市南区入選

210156 砂の記憶 三島 眞理 福岡市東区入選

210157 宵曵山－Yoiyama 松林 高太朗 福岡市早良区入選

210158 ヨットハーバーの情景 中野 悦子 福岡市博多区入選

210161 高い処に昇りたがる 小野 公平 福岡市中央区入選

210162 水と宇宙の物語 坂口 律子 福岡市早良区入選

210166 明日へ 松隈 かよ 福岡市西区入選

210167 麦秋のころ 三輪 喬一郎 春日市入選

210170 宿からカトマンズ 本多 洋子 糟屋郡宇美町入選

210172 動く椅子２ 森本 玲子 太宰府市入選

210178 甘いデボリューション 奥田 久美子 福岡市西区入選

210181 トゥントゥ物語・２ 西山 七洋美 福岡市東区入選

210184 揺らぐⅡ 林 友子 福岡市西区入選

210185 春風 白水 龍子 春日市入選

210192 ジベルニーの池 高橋 眞智子 福岡市博多区入選

210195 水無月の刻 八板 まゆり 福岡市中央区入選

210198 蓮の花に祈りをこめて 長谷 寿江 筑紫野市入選

210210 いつか見た夢～ゴッホ 末松 康子 北九州市八幡西区入選

210214 再生Ⅱ 用正 敏枝 北九州市小倉南区入選

210215 嘘泣き 松崎 正 飯塚市入選

210217 新時代 周 玲 福岡市東区入選

210223 バリア＆フリー 伊藤 健一 福岡市中央区入選

210224 麻林峡 松岡 隆成 うきは市入選

210228 朝倉2018秋 永岡 保宏 朝倉郡筑前町入選

210231 博多湾 井上 ヒロ子 太宰府市入選

210232 いにしえからのメッセージ 片倉 敏夫 小郡市入選

210235 新春の山支度 野田 杉子 太宰府市入選

210238 メロディー 大森 佳代 筑紫野市入選

210239 窓 栗岡 恭子 福岡市南区入選

210240 えんじょい 西田 国子 筑紫野市入選
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210243 音合せ 渡辺 惠美子 筑紫野市入選

210244 薫風 力久 則子 筑紫野市入選

210245 station1028 渡邊 恵子 太宰府市入選

210247 遠い記憶の中の建物 篠原 律子 筑紫野市入選

210251 SOUND OF NATURE PURI PARAS 福岡市南区入選

210252 流れくる水 徳永 範雄 朝倉市入選

210257 時を越えてNo2 中島 伊津美 太宰府市入選

210264 眺望 森口 弘子 福岡市早良区入選

210267 ポッチャリーナ 辻本 庶恵 福岡市南区入選

210268 祈りの大地福島 中田 貢 北九州市小倉南区入選

210271 舞 原田 愛美 福岡市中央区入選

210275 阿吽 永田 清憲 福岡市博多区入選

210276 記憶の落日Ⅰ 前山 勝三郎 北九州市八幡西区入選

210279 故郷の森 牛房 美穂子 福岡市東区入選

210281 春めく 下田 昇 飯塚市入選

210289 夜のコンビナート 大田 重信 太宰府市入選

210290 HARUSAME（春の雨） 三好 直樹 福岡市西区入選

210295 君といつまでも 木本 雅之 福岡市西区入選


