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第75回　福岡県美術展覧会　入賞・入選者一覧

部門 書 入賞・入選点数 524 点

種類 漢字

出品番号 賞名 題名 氏 名 市区町村名

入賞・入選点数 296 点

910062 駱賓王詩 杉尾 ヨシ子 久留米市福岡県教育委員会賞

800045 漢詩 甲斐 絹子 宗像市朝日新聞社賞

830034 李白詩 内村 由香里 大川市岩田屋三越賞

910075 蘇東坡詩 宮崎 紀美子 久留米市久留米市長賞

910036 程用楫の詩 戸次 綠 久留米市筑後市長賞

800049 銭起詩 古川 登代子 大野城市大野城市長賞

830026 雨淒淒 満生 憲親 糟屋郡新宮町古賀市長賞

860020 早發臨潼 室井 安子 田川郡添田町嘉麻市長賞

800086 漢詩 青木 初恵 福岡市早良区朝倉市長賞

800042 万葉集巻第五梅花歌序文 山下 久子 糸島市糸島市長賞

840059 王維詩 近藤 順子 福岡市南区福岡市教育委員会賞

840093 杜甫之詩 須本 文子 北九州市若松区福岡市教育委員会賞

810060 白楽天詩 岡 絹子 福岡市西区北九州市教育委員会賞

910038 良寛之詩 江川 コズエ 北九州市小倉南区北九州市教育委員会賞

840056 林鴻詩 山本 信子 福岡市中央区福岡県文化団体連合会賞

910059 陳萬言詩 福田 泰子 小郡市九州産業大学造形短期大学

810057 蘇軾詩 藤野 久代 糟屋郡篠栗町奨励賞

830016 七言絶句 柴田 幸祐 福岡市東区奨励賞

910011 秦州雑詩（杜甫詩） 中川 礼子 太宰府市奨励賞

910039 十四夜待月 江口 惠子 柳川市奨励賞

910056 侯一元の詩 大野 美智恵 久留米市奨励賞

910072 高啓詩 本園 暁子 柳川市奨励賞

800002 汪衡詩 小山 淳子 福岡市城南区入選

800003 徐璣詩 阿部 直美 筑紫野市入選

800004 出淸遠峽野望 山下 ひろみ 糸島市入選

800005 新涼 伊藤 隆子 太宰府市入選

800006 宿青渓 佐々木 利明 北九州市小倉南区入選

800007 與海公飮茶送歸山 小野 香世子 古賀市入選

800012 雑詩 本村 清香 大牟田市入選

800016 和王友徳元古意二首之二 平田 博子 田川郡添田町入選

800017 漂母祠 吉永 千寿子 田川郡香春町入選

800018 采蓮曲 久原 美貴男 田川市入選

800023 題馬文璧秋山 田原 琳子 糟屋郡宇美町入選

800027 送王永 垣田 理恵 福岡市東区入選

800028 禅林語 川上 晃 福岡市早良区入選

800031 戴叔倫詩 田尻 恵美 春日市入選

800032 船燈 津留 信代 春日市入選

800033 文天祥の詩 長嶋 紀子 福岡市西区入選

800035 江馬細香詩 狩集 こすも 遠賀郡芦屋町入選
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800036 月下独酌 吉冨 明美 福岡市早良区入選

800037 杜甫詩 伊藤 しのぶ 糸島市入選

800038 陶淵明詩 井上 フジヱ 糸島市入選

800039 李白詩 金森 葉子 糸島市入選

800040 蘇軾詩 合歡垣 依子 糸島市入選

800041 王維詩 本多 正代 福岡市西区入選

800043 王維詩二首 仲村 恵美子 田川郡香春町入選

800044 李煜詩 大神 敦子 福岡市西区入選

800046 柳宗元詩 白石 しのぶ 福岡市東区入選

800047 杜牧詩 結城 三知子 福津市入選

800048 烏棲曲　李白 首藤 祥子 福岡市南区入選

800050 宋之問詩 佐口 淳子 福岡市東区入選

800051 沈佺期 村尾 和子 福岡市早良区入選

800052 杜甫詩 安宅 トモ子 福岡市西区入選

800056 呉龍翰詩 村井 典子 福岡市南区入選

800057 李白詩 東條 幸枝 福岡市早良区入選

800063 杜甫詩 満田 文恵 福岡市南区入選

800066 卞洪勲詩 富松 靖美 福岡市早良区入選

800070 朱彝尊詩 阿部 鉄子 福岡市早良区入選

800071 藍智詩 伊藤 俊彦 福岡市早良区入選

800072 屈大均詩 肥村 豊子 福岡市城南区入選

800084 白楽天詩 重住 徳子 福岡市早良区入選

800088 八月 坂田 智基 嘉麻市入選

800091 茅屋為秋風所破歌 城戸 寛 福岡市博多区入選

800093 王維詩 平井 晴彦 糟屋郡宇美町入選

800101 王維詩 安川 康彦 福岡市早良区入選

800102 大神 悦子 福岡市早良区入選

800106 張説詩 豊福 利枝子 久留米市入選

800107 いろは 吉積 紀子 筑紫野市入選

800108 李白詩 斉藤 后代 福岡市東区入選

800109 蘇東坡詩 志賀 幸子 太宰府市入選

800116 江上吟 野田 恵里子 福岡市東区入選

800120 新秋対月寄楽天 半田 格 糟屋郡須恵町入選

800121 横塘に過ぐ 中野 順子 鞍手郡鞍手町入選

800122 友を訪うて値わず 上村 清 田川市入選

800124 泖を渡る 越智 勝子 飯塚市入選

800125 江急なり 石橋 弘美 福岡市早良区入選

800127 白楽天詩 吉村 春香 福岡市南区入選

810004 何紹基詩 山仲 キヌ子 古賀市入選
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810005 江行望廬山作 岡崎 昌子 北九州市小倉南区入選

810006 梅堯臣詩 一ノ瀨 ゆう子 直方市入選

810008 登楼 林 由美 筑紫野市入選

810009 秋感 田村 ゆり 北九州市若松区入選

810011 酌酒與裴迪 高田 喜代子 福岡市博多区入選

810012 飲酒二十首其十 宮崎 香津子 福岡市東区入選

810013 王昌齢の詩 中川 直美 福岡市早良区入選

810014 北畠石聊先生詩 若月 秀代 福岡市東区入選

810016 王之渙詩 涼州詞 青栁 潤 福岡市南区入選

810017 頼山陽詩 安倍 政治 糟屋郡久山町入選

810018 劉禹錫詩 樋口 政子 福岡市南区入選

810019 積雨輞川荘作 戸田 洋子 北九州市八幡西区入選

810020 楚辞離騒第六段一節 山下 竫夫 福津市入選

810021 七言対句 山中 照光 福岡市城南区入選

810027 歐陽脩詩 藤井 れい子 福岡市南区入選

810028 醉古堂剣掃 宮近 満治 福岡市南区入選

810031 萬葉歌 舟越 節 福岡市城南区入選

810036 陶淵明詩 大津 眞澄 福岡市東区入選

810037 顧彩詩 白木 さなえ 福岡市西区入選

810038 贈王文煕 副枝 啓子 小郡市入選

810039 陸游詩 森 伸子 福岡市早良区入選

810040 王昌齢詩 小林 久美子 福岡市東区入選

810044 江雪 石橋 夏江 福岡市城南区入選

810045 水西亭 伊藤 奈々子 福岡市早良区入選

810046 于謙詩 徳永 八惠子 福岡市南区入選

810049 舞 天野 咲江 福岡市早良区入選

810050 于謙詩 下川 佳廣 筑後市入選

810053 李太白詩 宮城 雅子 久留米市入選

810055 白楽天詩 永田 良子 福岡市城南区入選

810061 古跡を詠懐す 福川 正二 鞍手郡小竹町入選

810062 王維詩 行武 順子 筑紫野市入選

810064 不見陽城驛 吉見 尚子 福岡市早良区入選

810065 李白詩　長相思 森下 和子 福岡市西区入選

810066 袁宏道詩 竹下 修 太宰府市入選

810067 彭而述詩 三津間 利枝子 福岡市東区入選

810071 蜂・明日 大丸 幸代 福岡市博多区入選

810073 胡則詩 西村 陽子 福津市入選

810075 崔濮陽兄季重前山興 古舘 美代子 福岡市南区入選

810076 杜甫詩 久羽 時子 福岡市早良区入選
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820002 擬古 横溝 昭夫 八女市入選

820011 杜甫詩 松本 勢津子 福岡市南区入選

820013 嵯峨天皇詩 近藤 和子 大牟田市入選

820015 暮潮 三浦 美香子 大牟田市入選

820018 左遷至藍關示姪孫湘 西村 幸枝 糟屋郡粕屋町入選

820021 李白詩 山下 明子 福岡市東区入選

820023 夏完淳詩 山路 由美子 福岡市南区入選

830002 術 古木 壽勝 宗像市入選

830003 萬葉集 琴尾 泰裕 宗像市入選

830005 山中 白垣 絢清 福岡市中央区入選

830013 萬葉集 野村 惠子 福津市入選

830018 万葉集 瀧口 千恵子 宗像市入選

830023 不寐 星子 美恵子 福岡市中央区入選

830024 漂泊 井上 歌奈 福岡市中央区入選

830030 白楽天詩 花田 陽子 宗像市入選

830032 暑雨後坐月 山口 勲 豊前市入選

830033 杜甫の詩 金子 佳音里 福岡市中央区入選

830072 流涙 上村 真由美 福岡市東区入選

840005 杜甫詩 櫻井 卓 北九州市八幡西区入選

840006 陶潜詩 飲酒 真嶋 博資 福岡市中央区入選

840008 別詩二首 高橋 正貴 福岡市南区入選

840009 李白四首 出水田 紗季 福岡市博多区入選

840015 登樓 西田 秋花 小郡市入選

840016 陶淵明詩「移居」其の二 江藤 正子 福岡市西区入選

840017 白楽天詩 平田 むつみ 三井郡大刀洗町入選

840023 許渾之詩 加来 和恵 行橋市入選

840024 静趣軒 上岡 紀子 行橋市入選

840025 甘復之詩 中村 映子 行橋市入選

840026 雨石居 田渕 和代 行橋市入選

840028 漢詩 加来 智恵美 行橋市入選

840029 王維詩 吉兼 法子 行橋市入選

840030 梅の詩二首 荒木 久美子 大野城市入選

840031 野望 笠井 由美子 福岡市早良区入選

840034 秋興二 土屋 羊子 糟屋郡粕屋町入選

840041 楊巨源の詩 板戸 みのぶ 行橋市入選

840046 五言絶句五首 中 章志郎 行橋市入選

840049 唐紙和春深 古賀 トヨ子 福岡市南区入選

840050 鴻飛獸駭 石橋 淳子 福岡市早良区入選

840052 趙宗文二首 森 昭子 福岡市南区入選
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840053 蒼山遙遙幾千里 別府 眞通子 福岡市南区入選

840054 王維詩 神坂 清子 筑紫野市入選

840055 王維詩 園 茉子 大野城市入選

840057 王維三首 西島 ひろみ 福岡市南区入選

840058 白楽天詩 樋口 豊子 福岡市南区入選

840060 後出塞 柳 信子 福岡市博多区入選

840061 漢詩 中村 ミヤ子 飯塚市入選

840062 謝重輝詩 三原 千代香 福岡市中央区入選

840063 漢詩 松本 ひろみ 福岡市中央区入選

840064 天末懐李白 中村 久美子 福岡市早良区入選

840065 送友人 大田 弘美 福岡市中央区入選

840066 望秦川 福田 利佳 福岡市博多区入選

840067 靜林 西村 千秋 福岡市東区入選

840069 崔道融詩 平塚 隆子 築上郡築上町入選

840070 施肩吾の詩 中村 一二三 京都郡苅田町入選

840071 萬葉歌二首 森田 優子 行橋市入選

840076 杜甫詩 菅 由梨佳 福岡市早良区入選

840077 張若虚詩之一節 上田 祐輔 北九州市戸畑区入選

840079 洪応明之詩 永峰 彩 北九州市若松区入選

840080 七言律詩 林 千恵美 北九州市若松区入選

840085 唐詩三句 合谷 早苗 中間市入選

840087 重過雨花臺望江有感 添島 浩 大野城市入選

840088 柳宗元詩 中島 静子 京都郡みやこ町入選

840089 白居易詩 田村 玲子 北九州市門司区入選

840090 李白詩 上瀧 豊 行橋市入選

840091 萬葉集梅花之歌三二首序文 栗原 智美 北九州市八幡東区入選

840094 晴波遠櫂来る 池﨑 浩美 北九州市八幡西区入選

840096 岑参之詩 栗原 智美 北九州市八幡東区入選

840097 杜甫詩　登楼 前田 哲秀 北九州市八幡西区入選

840098 華源・北樓 三隅 健一郎 北九州市戸畑区入選

840103 七言律詩 森田 亜希子 北九州市若松区入選

840104 唐詩三句 加来 良子 北九州市若松区入選

840105 唐詩三句 岡部 里美 中間市入選

840106 唐詩三句 小田原 千代子 北九州市八幡西区入選

840107 朱琳之詩 立石 寿子 北九州市若松区入選

840108 王維詩 葛原 香保里 田川郡福智町入選

840109 種麻 小出水 恵利奈 遠賀郡水巻町入選

840111 七言律詩 則川 佳余子 北九州市若松区入選

840116 王維詩 中西 惠子 北九州市若松区入選
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840117 王維詩 加藤 佳子 北九州市若松区入選

840120 李夢陽の詩 塚本 律子 北九州市小倉北区入選

840121 売茶翁詩 柴戸 光子 福岡市早良区入選

840123 夏日雑興 松浦 まゆみ 糟屋郡粕屋町入選

840124 春日 池田 孝子 筑紫野市入選

840125 杜甫詩 藤原 昇一 福岡市中央区入選

840127 袁宏道詩 白川 あすか 北九州市小倉北区入選

840128 五言律詩 児島 利亘 北九州市若松区入選

840131 五言律詩 瓜生 雅子 北九州市若松区入選

840133 耀 岡田 利定 北九州市小倉南区入選

840138 銭起詩 橋本 妙子 北九州市若松区入選

850001 王漁洋詩 野田 静香 田川郡福智町入選

850002 聖善閣送裴迪入京 安岡 すみれ 飯塚市入選

850004 晩次鄂州 桑野 陽子 田川市入選

860007 夏日同諸客泛舟青渓 岡本 伴子 田川市入選

860009 玉河の新柳 加藤 恭子 田川市入選

860011 過乗如禅師蕭居士嵩丘蘭若 佐藤 龍之介 田川郡糸田町入選

860013 送人南遊 髙橋 芳子 田川市入選

860015 寫竹寄顧謹中 出口 洋子 田川市入選

860018 晩晴江上 樋口 寛子 田川市入選

860019 百嘉村見梅花 三上 正代 飯塚市入選

860070 李商隠の詩 佐藤 康子 直方市入選

860071 村行 佐藤 登美恵 飯塚市入選

860072 福島 百合 田川市入選

880002 徳潤身 久保山 泰子 久留米市入選

880004 五日観妓 善明 慶子 八女郡広川町入選

880005 蘇東坡之句 小原 康伸 久留米市入選

880007 陶淵明詩 執行 納美子 久留米市入選

880010 大無量寿経の一節 國友 洋子 久留米市入選

890001 菜根譚之句 安松 万里子 糟屋郡粕屋町入選

900001 蘇軾詩 成定 芳子 京都郡苅田町入選

900002 吹笛 松岡 紀子 行橋市入選

900003 白居易詩 山之内 亨 北九州市八幡西区入選

910002 錄別 野村 文子 久留米市入選

910004 王維詩 甲斐田 裕子 柳川市入選

910005 李白詩 田中 安子 三井郡大刀洗町入選

910006 梅堯臣詩 津田 裕子 久留米市入選

910008 九日登雞鳴山 川﨑 裕佳 久留米市入選

910009 呉均詩 渡辺 新太郎 飯塚市入選
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910012 李煜詩 萩原 和子 福岡市南区入選

910016 陳師道詩 橋本 仁美 春日市入選

910017 王維詩 南 圭子 福岡市中央区入選

910018 李白詩 松田 陽子 嘉穂郡桂川町入選

910019 李商隠詩 津福 英子 久留米市入選

910020 陶淵明詩 田川 文代 久留米市入選

910021 杜甫詩 橋口 由佳 太宰府市入選

910022 唐詩 坂井 智恵美 福岡市中央区入選

910023 杜甫詩 代田 ノブ子 筑紫野市入選

910024 智舷の詩 髙野 和子 久留米市入選

910026 竹影 若菜 徳子 小郡市入選

910027 狄沖詞 藤村 里美 小郡市入選

910028 張均詩 大庭 慶子 朝倉市入選

910029 蘇東坡詩 友延 直子 福岡市南区入選

910032 宇野 富美子 久留米市入選

910033 蘇東坡詩 宇都宮 澄子 筑紫野市入選

910034 夏完淳詩 川島 彩香 大野城市入選

910040 王漁洋詩 田河 伊智子 大牟田市入選

910041 施閏章詩 宮尾 幸 北九州市小倉南区入選

910042 春宵自遣 長谷 喜代 久留米市入選

910043 秦道然詩 米倉 和子 福岡市南区入選

910044 杜甫詩 有村 千代子 筑紫野市入選

910045 鑑湖一曲為史院判題 梶原 カナエ 北九州市八幡西区入選

910046 送友人 舟津 綾乃 福岡市東区入選

910047 夜過據梧軒 髙田 章子 久留米市入選

910050 論畫荅王耕南 廣津 晶子 久留米市入選

910052 蘇東坡詩 大田 清美 太宰府市入選

910054 杜少府之任蜀州 村尾 嘉栄 久留米市入選

910057 白楽天詩 篠﨑 賀納子 福岡市南区入選

910060 杜甫詩 甫守 理紗 福岡市西区入選

910063 歐陽修詩 柴田 美和子 福岡市南区入選

910064 蘇東坡詩 門屋 夏代 大野城市入選

910065 少陵野老の詩四首 福田 千夏 福岡市東区入選

910066 同李司倉早春宴睢陽東亭 吉丸 浩平 糸島市入選

910067 青山 松井 香月 小郡市入選

910074 杜甫詩 古賀 和子 筑紫野市入選

910076 萬葉歌 竹内 美津子 福津市入選

910077 韋應物詩 田中 宏美 福岡市南区入選

910079 江南旅情 持山 美奈子 北九州市小倉北区入選
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910080 李商隠詩二首 翁 淑美 久留米市入選

910081 王褒詩 坂本 恵利子 福岡市中央区入選

910082 蔡襄詩二首 田本 志保 小郡市入選

910083 贈衛八処士 伊藤 紀子 北九州市八幡西区入選

920001 菜根譚一節 西野 みさ子 北九州市八幡西区入選

940006 蘇東坡詩 堤 美千子 筑紫野市入選

950001 盧綸詩 藤 陽介 福岡市西区入選

950002 唐詩 東 玄宝 北九州市戸畑区入選

950004 徐照詩 森 昌子 福岡市南区入選

950005 萬葉歌 古澤 芳枝 太宰府市入選

950007 萬葉歌 川本 雅子 福岡市中央区入選

960001 杜甫詩 豊福 真知子 福岡市南区入選

970001 李白詩 藤原 桂子 北九州市若松区入選

970008 陸游詩 森本 美樹 北九州市戸畑区入選

970009 李商隠の詩 八並 美奈子 北九州市小倉南区入選

970010 李商隠詩 中村 惠子 北九州市若松区入選

970012 李夢陽の詩 小野 健二 北九州市若松区入選

970014 王維詩 射場 ユキヱ 北九州市若松区入選

970016 陶淵明詩 岡住 由美子 北九州市八幡西区入選

970017 韋應物詩 吉永 みゆき 北九州市若松区入選

970018 李白詩 徳茂 美子 北九州市若松区入選

970019 羅鄴之詩 鷹本 誠 北九州市門司区入選

970022 是 安東 和子 北九州市八幡東区入選
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860041 風そよぐ 髙橋 貴子 飯塚市福岡県知事賞

830052 新古今和歌集の歌 石橋 五月 大川市西日本新聞社賞

860051 夕暮の空 古木 千晶 田川市田川市長賞

890004 はかなしや霞の衣 岡本 愛 福岡市南区小郡市長賞

800183 春くれば 浜地 寿賀子 福岡市西区うきは市長賞

810085 三十六歌仙の歌 荒木 佐由美 福岡市博多区福岡市教育委員会賞

830050 百人一首の歌 福浦 良子 三潴郡大木町北九州市教育委員会賞

860040 深草 高野 由美子 飯塚市福岡文化財団賞

800154 月の光 甲地 敬子 福岡市早良区奨励賞

800129 晶子のうた 重松 聖子 久留米市入選

800132 はるかなる高峰の松 平 陽子 春日市入選

800134 源氏物語抄 井上 千栄子 福岡市東区入選

800136 牧水のうた 森木 俊子 糸島市入選

800137 筑紫の春 浜田 直美 太宰府市入選

800138 こころにも 原口 靖子 筑後市入選

800139 天の川 阿部 康子 春日市入選

800141 花の香を 久賀 明美 那珂川市入選

800143 よしの山 秋吉 恵美 福岡市早良区入選

800146 山家集抄 田中 富美子 筑紫野市入選

800147 春霞 真子 幸恵 筑紫野市入選

800149 あかねさす 鹿毛 美子 小郡市入選

800150 万葉のうた二首 加治 素子 小郡市入選

800151 良寛のうた 時里 睦子 小郡市入選

800152 時鳥をききて 橋本 小夜子 小郡市入選

800153 梅花のうた 吉武 和子 小郡市入選

800158 はるされば 岸川 節子 福岡市南区入選

800160 百人一首 賀村 智恵 久留米市入選

800162 新古今和歌集 新野 多須子 朝倉市入選

800163 百人一首の歌 小川 良子 筑紫野市入選

800164 古今和歌集 楢原 陽子 太宰府市入選

800165 古今和歌集 岩崎 ミヨ子 太宰府市入選

800166 古今和歌集 松原 絹代 春日市入選

800169 古今集 村田 千代子 糟屋郡宇美町入選

800170 百人一首 片山 栄子 福岡市南区入選

800171 新古今和歌集 中村 幸子 福岡市早良区入選

800178 有明のつれなく 小野 弘美 福岡市東区入選

800184 いつのまに 奥元 るみ子 福岡市中央区入選

800187 空穂の歌 小倉 久美子 福岡市南区入選

800188 長塚節の歌 白坂 安行 福岡市南区入選
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800190 春から夏へ 東 啓子 大牟田市入選

800191 風雅和歌集の歌 松永 由香 太宰府市入選

800197 夏と秋と 今村 幸以 福岡市博多区入選

800198 みよしのの山 棚町 鈴子 三井郡大刀洗町入選

800199 古今集の歌 西村 篤子 福岡市城南区入選

810080 岩はしる 堺 富子 飯塚市入選

810081 うぐひす 江藤 洋子 大野城市入選

810086 山ねむる 荒木 佐由美 福岡市博多区入選

810094 暁月（あかときづき） 髙橋 悦子 古賀市入選

810097 秋歌二首 山田 富喜子 福岡市博多区入選

810104 青柳 松村 いづみ 福岡市西区入選

810106 ふる雪に 藤井 千晴 福岡市城南区入選

810107 あま晴れの雲に 阿部 豊子 宗像市入選

820027 晶子のうたを 前田 百合子 福岡市南区入選

820028 秋ぐさのはな 川上 恵子 糸島市入選

820030 みよし野の 江口 育子 柳川市入選

820032 西行の歌 菜畑 佳子 太宰府市入選

820034 いはばしる 宮崎 京子 大牟田市入選

820038 柿本人麿の歌 川口 富子 大牟田市入選

820042 弓削皇子の歌 中村 紀代子 大牟田市入選

830044 小倉百人一首 花田 佐智子 古賀市入選

830045 百人一首の歌 古賀 峯子 太宰府市入選

830046 新古今和歌集 田中 博子 太宰府市入選

830048 古今和歌集 宮﨑 美登子 大川市入選

830049 古今和歌集のうた 大塚 美惠 久留米市入選

830051 新古今和歌集 鍋島 千恵子 八女市入選

830053 新古今和歌集のうた 生津 郁子 三潴郡大木町入選

830054 五月待つ花橘 濵田 知子 古賀市入選

830055 都のたつみ 平島 昌子 福岡市東区入選

830057 新古今集のうた 松藤 留美子 柳川市入選

840141 古今和歌集より 中川 里恵子 北九州市八幡西区入選

840142 すずめ子 篠原 真利子 福津市入選

840143 空 長谷川 崇代 北九州市門司区入選

840149 百人一首の歌 津上 武子 北九州市小倉南区入選

840150 百人一首の歌 田巻 幸子 北九州市八幡西区入選

840151 百人秀歌の歌 宮本 敏子 京都郡苅田町入選

840153 くれなゐ 弓削 盈代 福岡市博多区入選

840156 背振の山 西 美千子 古賀市入選

840157 時鳥 橋本 美枝子 小郡市入選
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840159 正岡子規の歌 深堀 美郷 福岡市東区入選

840160 百人一首の歌 末永 和子 北九州市若松区入選

850005 三船の山 金子 ようこ 宗像市入選

860022 金槐和歌集から 井上 直子 春日市入選

860023 虫の音 井川 五月 直方市入選

860025 秋もよう 浦田 初美 嘉麻市入選

860027 ふかくさの 川波 素子 飯塚市入選

860029 わたのはら 久保山 香代子 嘉麻市入選

860030 西行の歌 国広 裕佳 直方市入選

860032 露もありけり 国沢 文恵 田川市入選

860033 こころあてに 小祝 久子 飯塚市入選

860034 かすが野の 小玉 久代 嘉穂郡桂川町入選

860035 新古今和歌集羇旅歌 佐藤 員博 田川郡糸田町入選

860036 新古今和歌集四季 佐藤 員博 田川郡糸田町入選

860037 桜花 白土 恵袴 飯塚市入選

860038 松虫 白土 美保 飯塚市入選

860039 秋の夜 菅 久子 飯塚市入選

860042 天の川 田所 郁美 田川郡川崎町入選

860045 良寛の歌 中村 三千代 田川郡福智町入選

860047 山家集 畑中 洋子 中間市入選

860048 冬の山里 土生 慶子 田川市入選

860049 あさぎり 花村 リツ子 飯塚市入選

860050 わが宿に 平山 直詞 飯塚市入選

860052 秋くれど 渕上 松子 飯塚市入選

860053 さを鹿の声 福山 陽子 田川郡川崎町入選

860054 ほのぼのと 村上 享代 飯塚市入選

860055 秋萩 本松 静香 田川郡川崎町入選

880012 源氏物語より 髙松 佑子 久留米市入選

880016 斎藤茂吉の歌 中島 澄江 久留米市入選

880018 良寛のうた 山口 さゆり 大牟田市入選

880019 青柳の糸 本田 豊美 久留米市入選

880020 あさみどりいとよりかけて 中司 民子 筑後市入選

910087 新古今和歌集 山田 深雪 小郡市入選

910088 万葉集 植木 明子 直方市入選

910089 百人一首のうた 井上 早苗 朝倉市入選

910091 葦辺行く 古田 淳子 宮若市入選

910092 秋日ざし 辻川 奈津美 久留米市入選

910093 鶯の谷より 樋口 誠子 三井郡大刀洗町入選

910096 古今和歌集の歌 森近 正子 小郡市入選
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910099 百人一首 田邉 悦子 朝倉郡筑前町入選

910100 小倉百人一首 越智 厚子 嘉麻市入選

910101 よのなかに 伊藤 実千代 福岡市城南区入選

910103 新古今和歌集 池田 あけみ 小郡市入選

910108 新古今和歌集 栁 美紀 小郡市入選

910109 冬のうた 秋永 弘江 福岡市南区入選

910111 初春の令月にして 角 里子 柳川市入選

910112 初霜の 神代 稔子 春日市入選

930001 なかなかに 永瀬 京子 みやま市入選

930003 いつもきく 井手 直子 八女市入選

930006 ほととぎす 江上 由紀子 八女市入選

930008 秋の野 花田 瑠璃子 福岡市中央区入選

930009 わがこころいかにせよとて 田中 照子 久留米市入選

930010 万葉のうた 鷲頭 裕美子 筑後市入選

930011 五月雨に 中村 郁子 久留米市入選

930012 朝日かげ 膳所 ヨシ子 久留米市入選
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840188 天日和光 山口 一利 宗像市福岡県議会議長賞

800213 莫見乎隠 黒岩 健太郎 北九州市八幡西区読売新聞社賞

800211 永壽嘉福 石津 淑 福岡市中央区奨励賞

990004 肇徴郭隗 樋口 卓也 久留米市奨励賞

800202 樂出虚 石口 澄夫 遠賀郡水巻町入選

800212 自浄其意 黒岩 健太郎 北九州市八幡西区入選

800214 朝鍛夕錬 加治屋 孝則 北九州市小倉北区入選

800215 朝鍛夕錬 加治屋 孝則 北九州市小倉北区入選

800216 莫雲春樹 矢野 秀武 田川市入選

800218 森羅万象 中川 幹雄 田川市入選

800220 百華春玉 植木 美雪 田川市入選

800222 天地玄黄 靍我 優子 田川市入選

840167 安心立命 上村 翔雄 北九州市小倉南区入選

840168 延壽萬歳 児玉 留実 久留米市入選

840171 爽気相鮮新 山北 亜美 福岡市東区入選

840173 楽以忘憂 山中 華鈴 福岡市西区入選

840181 天真爛漫 曽根田 葉月 福岡市中央区入選

840184 奮鱗翼 朽網 二千翔 八女市入選

840187 藏修游息 髙野 瑞貴 福岡市東区入選

840189 泰而不驕 田縁 文雄 宗像市入選

840190 十指有長短 白木 清美 鞍手郡鞍手町入選

840191 鶴寿千歳 諫山 繁 那珂川市入選

840192 圓木警枕 寺西 洋剛 遠賀郡岡垣町入選

840193 泰而不驕 田縁 文雄 宗像市入選

840194 篤誠 石井 陽子 宗像市入選

840198 教學半 山口 翔太郎 北九州市小倉南区入選

840201 夙夜不怠 泉 咲羽 北九州市小倉北区入選

840204 千変万化 石川 大雅 北九州市小倉南区入選

840205 花朝月夕 内田 虎太朗 北九州市小倉南区入選

860057 造物不捨我 梅本 博 田川市入選

860059 心外無法 大上 泰治 飯塚市入選

860060 結縁翰墨 大上 泰治 飯塚市入選

860062 鴉雀無聲 大塚 幸子 飯塚市入選

860063 泥中之蓮 武富 良彦 飯塚市入選

860065 百折不撓 冨田 文代 鞍手郡小竹町入選

860075 天長地久 大塚 節子 飯塚市入選

880021 鼓腹撃壌 原田 園代 福岡市城南区入選

880022 延寿萬歳 藤﨑 澄子 久留米市入選

880024 苔滑水無聲 松本 倫子 久留米市入選
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880025 鏡花水月 八重津 薫 久留米市入選

890009 信賞必罰 國廣 雄一 福岡市中央区入選

890014 松壽 松尾 克彦 糸島市入選

990006 柳絮隨風 中村 敏 小郡市入選

990008 諸行無常 木内 攝子 福岡市南区入選
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840219 夏は来ぬ 二木 浩子 行橋市福岡県美術協会賞

830064 万葉の歌 廣瀬 育代 柳川市毎日新聞社賞

820060 金閣寺 秋永 智子 北九州市小倉北区奨励賞

910120 枕草子 三小田 美枝 筑後市奨励賞

800203 良寛の歌 大久保 豊子 糟屋郡志免町入選

800204 木精 水早 利子 福岡市中央区入選

800207 松尾芭蕉 奥の細道 藤 良子 太宰府市入選

820045 石井美智子のうた 松石 明子 福岡市博多区入選

820047 万葉集梅花の歌序文 松尾 理恵子 大牟田市入選

820048 草庵にて 小畠 久明 北九州市小倉北区入選

820049 雲の歌 石橋 かずみ 柳川市入選

820050 りこうな桜んぼ 白石 巳砂子 北九州市門司区入選

820054 椰子の実 阪井 浩子 福岡市城南区入選

820056 梅花の宴序文より 上津原 園子 大牟田市入選

820063 望郷五月歌 深町 美樹枝 宗像市入選

820066 無題 松永 美惠子 小郡市入選

820068 晩春の別離 川上 和子 朝倉郡筑前町入選

820070 少年の日 下川 育子 筑後市入選

820071 夕の光 川久保 由香里 久留米市入選

820072 紅葉 園田 輝美 大川市入選

820073 帰去来 山口 裕子 柳川市入選

820074 白牡丹 成清 喜彦 筑後市入選

820075 時雨 内田 奈々子 福岡市博多区入選

820078 樹魂 大竹 美喜枝 朝倉市入選

820079 白い馬 鹿毛 望美 朝倉市入選

820080 シーグラス 森 正子 朝倉市入選

820081 蝶 村上 嘉子 福岡市博多区入選

830058 山頭火の言葉 浦志 芽衣 福岡市西区入選

830062 ３６５日の紙飛行機 米倉 小夜子 古賀市入選

830063 小林一茶の句 野口 美穗子 大川市入選

830065 一茶の句 志岐 知子 大川市入選

830066 北原白秋歌集 石橋 和憲 大川市入選

830067 小林一茶の句 大坪 勤子 柳川市入選

830068 万葉集の歌 安恒 裕子 太宰府市入選

830069 北原白秋の歌 江上 美代子 柳川市入選

830070 万葉の歌 井石 春夫 筑紫野市入選

840208 かもめ 西谷 礼子 北九州市小倉南区入選

840211 温代の詩 さあ輪になろう 向井 初美 中間市入選

840215 世阿弥の歌 長棟 秀和 直方市入選
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840216 男体山（日本百名山より） 末廣 一憲 福岡市城南区入選

840218 海の向う 田中 千恵子 北九州市小倉北区入選

840226 惣之助の詩 堀 夏美 行橋市入選

840227 良寛の歌 池田 角美香 北九州市小倉北区入選

860067 尾垣 幸子 田川市入選

860069 白秋の詩 武井 敬子 田川市入選

890002 夏の思い出 松尾 克彦 糸島市入選

910115 与謝野晶子の歌　乱れ髪 山口 知通子 小郡市入選

910118 一茶秋の句 平島 加代子 小郡市入選

910121 茶の湯とは 中川 勝詔 久留米市入選

910122 一茶夏の句 平山 次子 小郡市入選

930014 あっさりと 柴田 完一郎 三潴郡大木町入選


