
第７５回福岡県美術展覧会 

 

工芸 部門 

 

入賞・入選者 

 

 
福岡県知事賞 鉄釉線刻紋壺 浮橋 美保子 

 

 

福岡県美術展覧会実行委員会 



第75回　福岡県美術展覧会　入賞・入選者一覧

部門 工芸 入賞・入選点数 119 点

出品番号 賞名 題名 氏 名 市区町村名

400148 鉄釉線刻紋壺 浮橋 美保子 糸島市福岡県知事賞

400130 春風　夜 小味山 絵里 福岡市西区福岡県教育委員会賞

400007 砂岩の礫塔 今林 邦寛 福岡市東区福岡県美術協会賞

400172 暮れなずむ 中村 康代 福岡市東区朝日新聞社賞

400099 麗韻 嘉村 裕一 築上郡築上町岩田屋三越賞

400022 新始 橋口 恵美 福岡市早良区西日本新聞社賞

400006 手紡双糸小倉帯「華やぎの時」 金﨑 浩子 北九州市八幡西区北九州市長賞

400160 海の記憶Ⅱ 山口 愼一 田川市飯塚市長賞

400035 交色千鳥編み花籠 出雲 昭徳 糸島市那珂川市長賞

400163 深海（Ⅲ） 滝口 廣子 宗像市福岡県文化団体連合会賞

400127 白釉線文鉢 満行 縁 遠賀郡岡垣町福岡文化財団賞

400145 遊泳 藤田 彩 宗像市九州産業大学造形短期大学

400028 咲きほこる 蓮井 ひろ 福岡市城南区特別奨励賞

400032 梅花の宴 小嶋 慎二 福岡市東区奨励賞

400001 泥彩花文花器 森田 順四郎 田川郡香春町入選

400002 性と途と（さがとみちと） 藤田 奈穂美 朝倉市入選

400003 静寂「ＳＩＪＩＭＡ」 山口 龍造 太宰府市入選

400004 波颪 谷澤 ヤス子 柳川市入選

400005 サンシェード 村山 明美 春日市入選

400008 金印の島 今林 久 福岡市東区入選

400009 鉄釉線紋浅鉢 篠﨑 晴男 古賀市入選

400011 叩き灰釉鉄釉流し壺 結城 一臣 福津市入選

400012 五角絣組皿 近藤 光男 筑後市入選

400013 面取焼締花器 近藤 太紀 筑後市入選

400014 彩 中村 真由美 鞍手郡小竹町入選

400015 お地蔵さん 江藤 一成 糟屋郡須恵町入選

400016 黒釉白線鉢 野村 恵津子 福岡市西区入選

400019 線文皿 佐々木 康治 遠賀郡岡垣町入選

400020 抜絵蓮文皿 松島 峰子 北九州市若松区入選

400021 令和 辻 リツコ 久留米市入選

400023 雫 藤岡 初代 太宰府市入選

400024 芽生え（ドレス地） 斉藤 慶子 北九州市門司区入選

400025 翔－ともに－ 山本 由美子 飯塚市入選

400027 藁灰緑釉印花壷　百花 水谷 ちえみ 福岡市南区入選

400029 夏のおもいで 田中 典子 福岡市早良区入選

400030 黒釉線文花器（凜装２） 平野 利光 太宰府市入選

400034 椿花 萩原 久榮 久留米市入選

400037 薔薇 佐藤 加代子 筑紫野市入選

400038 草文鉢 小野 加世 遠賀郡岡垣町入選
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400039 ＦＬＯＷ 占部 民子 太宰府市入選

400040 柳原白釉捻面取深鉢 百田 龍山 福岡市城南区入選

400041 秋風に揺れる想い 佐藤 照子 久留米市入選

400042 生命の樹－甘木絞り浴衣－ 中村 美香 福岡市南区入選

400045 肥後象眼筆立て 鶴窪 由紀 福岡市南区入選

400046 灰釉線文鉢「朝霧」 鹿島 朝子 福岡市西区入選

400048 彩泥切紙文鉢 木下 和幸 京都郡苅田町入選

400049 羽ばたく 森田 京子 大野城市入選

400050 葉 星谷 暁子 福岡市中央区入選

400052 ブロッコリー 橋本 良子 久留米市入選

400054 霞窯変壺 大村 倫一 遠賀郡岡垣町入選

400055 乳白点線壺 五嶋 健 行橋市入選

400056 そびえる 髙野 一 糟屋郡篠栗町入選

400058 ｆａｃｅ９６ 大藪 勉 久留米市入選

400060 つつむ 篠原 千穂 筑後市入選

400061 澄す 香野 芳子 北九州市八幡西区入選

400062 沖の島 松浦 るつ子 宗像市入選

400067 風に舞う 松村 直保子 直方市入選

400070 青蝶紋 吉本 雅彦 福岡市東区入選

400073 青瓷氷裂彩貫入鉢 姫野 翔太 糟屋郡篠栗町入選

400075 線刻銀彩花器 水本 勉 古賀市入選

400076 ようこそ博多へウエルカム 篠﨑 春雄 福津市入選

400079 幻想馬 片倉 愛美 太宰府市入選

400080 願い 有馬 靖葉 太宰府市入選

400083 食用菌類 仁田原 花 北九州市八幡西区入選

400085 淡黄灰釉壷 大歯 俊子 春日市入選

400087 流れる 浅井 優花 太宰府市入選

400089 こころ 古川 紗也夏 太宰府市入選

400090 水鏡 津留﨑 華 太宰府市入選

400091 寝たふり 桑原 修 福岡市中央区入選

400092 昇炎Ⅰ 深町 淳 筑後市入選

400094 花時雨 渡邊 佳子 福岡市西区入選

400096 辰砂釉深鉢 千手 忠男 行橋市入選

400100 月夜の海 三木 紀明 行橋市入選

400101 草木染手織紬「立夏」 石田 真里恵 福岡市東区入選

400102 国生 松本 哲 太宰府市入選

400104 共生 原口 隆 糸島市入選

400106 本友禅　薫風の候 田中 美佐代 筑紫野市入選

400107 夜明け前 田端 和夫 福岡市城南区入選
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400108 自然釉窯変壺・リュウグウ 靍田 俊二 福岡市早良区入選

400109 彩泥線文花器 二見 弘子 築上郡築上町入選

400110 ノスタルジー 松尾 行洋 みやま市入選

400112 秋の風 寺井 栄江 直方市入選

400113 黒韻 佐藤 孝 太宰府市入選

400114 角材捩積花器 大見 一敏 豊前市入選

400116 黒天目釉壺 中野 英明 福岡市早良区入選

400117 万葉の花咲き、風に踊る 松尾 悠 大野城市入選

400118 幾何文様花瓶 松藤 博機 行橋市入選

400120 朝ぼらけ 根津 恒夫 行橋市入選

400121 春秋ぶどう文様壷 樋口 源一 福岡市南区入選

400126 卵壺 小代 文明 宗像市入選

400128 緑の中へ 山路 眞理子 福岡市早良区入選

400129 切り絵・天満天神さん 山田 幸治 大野城市入選

400131 鉄釉掛け分鉢 桑野 孝則 田川郡福智町入選

400132 掛分皿３枚組 田丸 美智代 田川郡福智町入選

400133 緋襷長方平皿 原崎 純一 糟屋郡篠栗町入選

400137 飛翔 髙木 やよい 福岡市西区入選

400140 金彩彫紋壷 能間 瀧次 直方市入選

400141 彩泥彫文鉢 倉冨 政憲 うきは市入選

400143 棚田の曼珠沙華 坂本 喜代子 鞍手郡鞍手町入選

400144 象嵌線文鉢 佐藤 美津子 行橋市入選

400149 ＮＡＢＵＲＡ 古賀 文博 大野城市入選

400152 化粧土掛け分け鉢 有島 聡浩 福岡市城南区入選

400153 バラ文組鉢 笹野 新 福岡市早良区入選

400154 桜～老兵は死なず 竹田津 惠子 北九州市小倉北区入選

400155 刺繍「色収集」 中村 絵理 福岡市南区入選

400156 サーカス 篠崎 みどり 嘉麻市入選

400158 黄釉掛分鉢「風紋」 池田 美佐子 福岡市早良区入選

400159 花籠　潮騒 隈 博實 北九州市八幡東区入選

400161 燭 樋口 陽介 遠賀郡芦屋町入選

400162 陽にむかって 山本 温子 太宰府市入選

400164 鉄釉線文壺 吉村 修一 福岡市中央区入選

400169 黒釉地鉄赤釉流し掛け大鉢 髙木 智大 福岡市東区入選

400170 それぞれのうつわ 坂井 徳宏 大川市入選

400171 滝と緑の森 森 加代子 宗像市入選

400173 白釉壺 太田 万弥 朝倉郡東峰村入選

400174 能古焼締花入 三田 正実 福岡市早良区入選

400176 夕刻 内田 裕子 田川郡添田町入選
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400177 李徴のうた～人虎伝より 田中 恵理子 福岡市西区入選

400178 華摘み 阿部 範子 福岡市中央区入選


