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第75回　福岡県美術展覧会　入賞・入選者一覧

部門 写真 入賞・入選点数 315 点

出品番号 賞名 題名 氏 名 市区町村名

600585 キャッ！ 井上 眞由美 北九州市小倉北区福岡県知事賞

610080 少女‐Ｒ 清田 豊城 豊前市福岡県教育委員会賞

600606 蛍舟 那須 裕一朗 北九州市門司区福岡県美術協会賞

600333 ロック・オン 星原 昭一 北九州市小倉北区朝日新聞社賞

610146 火花 石村 國男 宗像市岩田屋三越賞

600035 第一反抗期 塚野 美津子 福岡市中央区福岡市長賞

600554 大きくなったよ！ 森田 昭代 柳川市柳川市長賞

610034 家路 林田 美智子 福岡市中央区大川市長賞

610166 晩秋 中野 洋七 築上郡築上町行橋市長賞

610097 夕陽に紫蘭咲く丘 木村 正憲 築上郡築上町豊前市長賞

610173 妙技 中村 幸生 福津市筑紫野市長賞

600327 臼かぶりの美技 松島 良徳 福津市福津市長賞

610124 宇宙へのコンタクト 礒部 忠義 宗像市宮若市長賞

600524 手伝え 河野 通明 みやま市みやま市長賞

600297 清流のポエム 田中 雅光 八女市福岡市教育委員会賞

610138 冬景 植松 佳春 北九州市八幡東区北九州市教育委員会賞

600427 母と子 丸山 徳子 福岡市南区福岡県文化団体連合会賞

600020 攻防 平田 昇 遠賀郡遠賀町福岡文化財団賞

600115 ハロウィンの女 河村 稔 福岡市中央区九州産業大学造形短期大学

600195 ママは子育中 浜田 義明 糸島市奨励賞

600311 夕暮れに立つ 福山 雅朝 福岡市西区奨励賞

600539 進水式無事終る 上田 學 福岡市東区奨励賞

600626 秋日和 澄川 禮子 福岡市南区奨励賞

600645 フェスタの朝 乾 節子 北九州市門司区奨励賞

610018 ひなちゃん 片島 京子 福岡市博多区奨励賞

600003 歓迎ルワンダ 伊東 映子 糟屋郡須恵町入選

600008 砂の造形 沖永 豊子 北九州市八幡西区入選

600010 激戦 飯田 清士 福岡市西区入選

600013 大漁祈願 小山田 公子 福岡市西区入選

600014 春猫 南 順子 福岡市西区入選

600018 お手伝 井 藤乃 福岡市中央区入選

600019 浜木綿残照 藤原 尚武 古賀市入選

600023 安らぎの境地 藤田 耕二 鞍手郡小竹町入選

600024 山里の春 尾﨑 和雄 福岡市東区入選

600025 青春の時 瀧石 美津恵 福岡市中央区入選

600026 湯けむりの街炎上 井上 浩道 古賀市入選

600028 薄暮 八田 眞智子 福岡市西区入選

600031 ひとり遊び 長﨑 敬次 古賀市入選

600032 カルスト台地に咲く 松尾 昭勝 北九州市八幡西区入選
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600040 ゴールドフラッシュ 塘之口 和子 春日市入選

600041 イチ・ニでジャンプ 北嶋 由美子 大野城市入選

600043 視線 定村 政裕 北九州市八幡東区入選

600053 怪鳥出現 本田 優子 福岡市城南区入選

600054 天満月の情景 橋爪 征夫 八女市入選

600056 終焉 城後 征二 福岡市西区入選

600057 枯木のアート 佐々木 一三 うきは市入選

600062 湖上の舞台 山口 佳代 春日市入選

600064 おもしろ～い 鈴木 美知栄 大野城市入選

600068 波紋 足立 勝昭 福岡市東区入選

600069 号砲煙火 重松 隆典 うきは市入選

600071 ママー！ 桑原 美知子 久留米市入選

600080 風の贈物 吉田 定善 福岡市南区入選

600084 親は大忙し 佐伯 弘巳 北九州市門司区入選

600087 蟻地獄 長 吉秀 福岡市南区入選

600089 中天 岡 英行 太宰府市入選

600091 孤島 加藤 光夫 太宰府市入選

600092 湖上の釣人 中尾 泰史 福岡市早良区入選

600095 ぼくキツネの子 庄山 律子 福岡市中央区入選

600097 支度完了 中尾 杏子 福岡市早良区入選

600100 捕食者 濱咲 誠 福岡市東区入選

600104 私達早乙女です！ 冨安 豊 柳川市入選

600105 初夏の装い 井手 和之助 筑紫野市入選

600106 大っきなキャンバス 小野 信文 福岡市城南区入選

600109 秋気 田鍋 亮治 北九州市八幡西区入選

600121 カラスのダイブ 田邊 寬 北九州市八幡東区入選

600122 ミーティング始めまーす 長田 軍時 福岡市中央区入選

600125 モトクロス・宙を飛ぶ 濱嶋 寛和 福岡市東区入選

600128 蘇るＳＬの魅力 庄島 昌登 糸島市入選

600132 互いの健闘を称える 寺田 隆 福岡市早良区入選

600133 山鹿灯籠浪漫 柴田 康雄 福岡市南区入選

600137 変身 真角 伸子 北九州市戸畑区入選

600145 モネの庭 金子 美代子 福岡市南区入選

600148 浄 北田 篤嗣 北九州市八幡東区入選

600150 気合いの瞬間 中村 直之 太宰府市入選

600152 離陸へ 赤坂 鋭二 春日市入選

600153 釈迦との絆 渡辺 英敏 大野城市入選

600155 つぼみ 泉 恵利那 福岡市博多区入選

600158 カプセル遊泳 宮原 典子 久留米市入選
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600162 旅立ち 井口 武彦 北九州市八幡西区入選

600163 修験道の径 高瀬 重信 大野城市入選

600165 はじまりのとき 田中 勝志 行橋市入選

600168 やーっ 田久見 明 那珂川市入選

600179 入り日薄れて 繁實 二臣 太宰府市入選

600181 朝日を浴びて 大西 秀治 福岡市西区入選

600184 光跡 田嶋 賢次 福岡市西区入選

600188 ファミリー 平澤 一 福津市入選

600192 いつか僕らも舁き手だい！ 是松 喜美子 宗像市入選

600193 仲よし友だち 毛利 成幸 福岡市早良区入選

600197 きれいに撮ってヨ 門谷 小夜美 糟屋郡志免町入選

600204 深秋 藤井 政勝 朝倉市入選

600206 銀河を往く 絹川 政憲 小郡市入選

600209 黎明 久野 隆史 福岡市西区入選

600217 万華鏡 星加 千惠子 春日市入選

600219 渚に舞う 塚本 保 福岡市城南区入選

600221 反射の悪戯 山本 和弘 春日市入選

600222 Ａ　ＤＡＹ Ｓａｈｉ Ａｎｉｔａ 福岡市南区入選

600226 かっこ良いー白い手袋 平城 尚則 那珂川市入選

600227 終焉に魅せらる 西山 宜孝 福岡市城南区入選

600230 夕刻の駅舎 奈良 秀光 福岡市中央区入選

600239 棲家 藤井 利成 福岡市東区入選

600241 頂きを目指して 片小田 秀幸 大野城市入選

600244 絆 白水 朝子 福岡市早良区入選

600246 冬の虹 吉丸 俊啓 福岡市中央区入選

600248 輝く存在 髙木 智子 北九州市八幡西区入選

600249 少女の夏 髙木 智子 北九州市八幡西区入選

600253 カルスト台地の冬日 吉浦 明信 北九州市若松区入選

600259 火消の祭典 山下 利昭 大野城市入選

600264 波動 引地 道子 福岡市早良区入選

600267 憩い 宮原 美代子 古賀市入選

600268 時空への階段 山田 順造 太宰府市入選

600273 何処へ行くの 佐藤 成則 北九州市小倉北区入選

600278 親子の絵本 岩﨑 治弘 糟屋郡宇美町入選

600281 黄土の恵み 久保田 良美 太宰府市入選

600287 穏やかな流れ 小嶋 徳雄 朝倉市入選

600289 朱い池 久保 純子 田川郡川崎町入選

600292 鳴呼 佐藤 誠一 北九州市小倉北区入選

600294 ジャンダルム岩峰 野口 精一郎 福岡市中央区入選
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600295 隠れ家 白水 正代 春日市入選

600302 干潟の伝統漁 橋本 五六 福岡市博多区入選

600314 天空ドライブ 鳥越 英次郎 久留米市入選

600320 栄町８－３４ 園 こうじろう 田川市入選

600322 一休み 古藤 泰博 福岡市西区入選

600330 いざ、出陣！ 高重 シノブ 春日市入選

600332 突進 鬼束 省三 福岡市西区入選

600337 冬仕度を告げる羽音 馬場 光延 糟屋郡須恵町入選

600340 龍王目覚める 内田 義春 糟屋郡須恵町入選

600341 春うらら 加藤 玄彰 福岡市城南区入選

600343 雨のハプニング 戸曽 美成 筑紫野市入選

600346 夕日祭り 山本 道夫 福岡市西区入選

600357 船のＣＴ画像 藤野 圭一郎 大野城市入選

600360 鯉とり少女 村上 淳 糟屋郡篠栗町入選

600369 風雅 内山 万寿夫 うきは市入選

600375 出番待ち 宮地 省藏 大野城市入選

600383 あげないよ～ 古閑 哲朗 北九州市八幡西区入選

600385 一休み 児嶋 正人 大野城市入選

600390 クエスチョン 亀田 秀雄 行橋市入選

600393 今年も桜が咲いたよぉー！ 岡村 みどり 糟屋郡志免町入選

600398 流蛍 堤 哲男 北九州市小倉南区入選

600401 環濠遺跡の畔 中野 政重 久留米市入選

600405 ファイナルステージ 和田 勲武 福岡市城南区入選

600406 春の宵 吉富 定 北九州市小倉北区入選

600410 夢見るころ 小橋 攝子 宗像市入選

600411 釣り人 浦塚 洋男 福岡市南区入選

600420 浅瀨に憩う 澄川 すみ子 福岡市城南区入選

600422 お雛様水上パレード 小田 泰三 福岡市早良区入選

600431 まつりの娘 久間 久幸 みやま市入選

600438 戦い終えた槍 石橋 善嗣 福岡市西区入選

600439 黎明 山﨑 秀明 糸島市入選

600444 ひそひそ話し 山口 博信 遠賀郡水巻町入選

600450 風のいたずら 今林 大子 福岡市中央区入選

600451 絆 藤尾 日出子 福岡市城南区入選

600452 輝く朝 江川 恭子 福岡市城南区入選

600455 半分笑顔 宗 弓子 福岡市城南区入選

600456 無病息災を願って 山口 勝久 福岡市西区入選

600459 突き刺さる夕陽 山㟢 恵二 福岡市南区入選

600461 まなざし 大脇 洋彦 福岡市博多区入選
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600465 愛しい我が子 吉村 まゆみ 糟屋郡篠栗町入選

600467 砂漠の不思議な影 吉村 哲也 糟屋郡篠栗町入選

600479 鶚 宮木 勝史 福津市入選

600480 サーカスに生まれて 平田 俊 福岡市中央区入選

600481 老店主 飯盛 康博 福岡市南区入選

600485 無為自然翠芽ぶく 横大路 ゆう子 福岡市中央区入選

600486 海亀こないかな？ 辻 隆博 糟屋郡志免町入選

600488 浮島朝景 松永 廣 久留米市入選

600489 Love story 森﨑 てい子 福岡市城南区入選

600495 覗く 渕上 忠臣 久留米市入選

600501 川のハンター 和田 敏枝 宮若市入選

600505 プロポーズ 村上 正和 北九州市八幡西区入選

600506 悠久の時を経て 安東 道徳 北九州市八幡西区入選

600507 砂林蟹遊 宮﨑 憲雄 飯塚市入選

600510 幸せなとき 毛上 逸夫 福岡市南区入選

600511 春を乗せて 岩谷 文勝 北九州市小倉南区入選

600513 島の童たち 梅津 滋 福岡市東区入選

600519 霧中の恋 小西 静子 北九州市八幡西区入選

600520 野焼 吉村 公介 福岡市東区入選

600522 伝承の荒業－湯立神樂 羽生 哲也 福岡市早良区入選

600527 月あかりの立山 上村 忠彦 久留米市入選

600529 汐の名残 宮﨑 恭子 飯塚市入選

600530 ファミリー 仁田原 加代子 北九州市小倉北区入選

600535 １０連休 松瀬 誠 宗像市入選

600538 はずかしがりや 嶋田 一喜 福岡市早良区入選

600543 ちょっとひと息 大石 芳子 小郡市入選

600546 家路 鐘ヶ江 春雄 久留米市入選

600548 天空の舞い 田川 幸人 久留米市入選

600550 皐月の光景 棚町 良真 三井郡大刀洗町入選

600555 灯籠 坂本 力 田川郡福智町入選

600561 神島の夜 広瀬 美智子 北九州市八幡東区入選

600562 精霊流し 広瀬 美智子 北九州市八幡東区入選

600563 夢中 井寺 節子 筑後市入選

600564 波紋 井寺 斉昭 筑後市入選

600568 遊泳 藤原 百合子 北九州市小倉北区入選

600569 幸せの雨音 塚本 昭夫 大牟田市入選

600570 川面を泳ぐ 笹倉 良子 大野城市入選

600572 追憶 中山 章 みやま市入選

600573 みーつけた 江上 泰教 筑後市入選
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600574 荒れる青海島 中野 秀孝 北九州市門司区入選

600578 孤吼 中村 セツコ 北九州市八幡西区入選

600579 鳥たちへの贈りもの 渡瀬 昭勝 春日市入選

600581 朝日を受けて 伊藤 蓉子 春日市入選

600584 燈會幻想 岡部 繁佳 福岡市博多区入選

600587 好奇心 水島 智子 北九州市小倉南区入選

600592 優遊 小島 典子 北九州市八幡西区入選

600593 冬日 小島 典子 北九州市八幡西区入選

600595 令和如何ですか 柴尾 由子 久留米市入選

600599 漁港の初日の出 右田 稔 糸島市入選

600602 夢の中で 王 李珍 福岡市南区入選

600605 山里の音楽会 那須 裕一朗 北九州市門司区入選

600608 チワメキの舞 松山 明子 福岡市南区入選

600609 ハーバーナイト残照 藤島 正稔 福岡市中央区入選

600612 竹林の灯火 古閑 マス子 北九州市八幡東区入選

600616 Red Eye 吉田 宏司 田川市入選

600617 早春の景 神田 昭司 北九州市門司区入選

600621 天まであがれ 福島 秀和 福岡市早良区入選

600623 静寂の刻 平山 幸子 北九州市門司区入選

600624 僥光 吉田 一盛 筑紫野市入選

600630 装う 神田 洋子 北九州市門司区入選

600631 夏の浜辺 神田 洋子 北九州市門司区入選

600635 ひとときの輝き 馬場 雅文 福岡市西区入選

600639 どこ行くの 宮﨑 恵子 福岡市中央区入選

600641 秋、駆ける 鬼木 敬子 福岡市中央区入選

600642 暮色 福山 美津子 北九州市八幡西区入選

600646 仲良し 津嶋 富江 北九州市八幡西区入選

600648 なかよし 溝口 眞知子 北九州市八幡西区入選

600651 彩り添える 柴田 頼子 行橋市入選

600654 眼と眼 大場 貴理子 福岡市中央区入選

600656 こんにちわ～ 長末 俊樹 田川郡糸田町入選

600660 ポーズ 内田 博喜 柳川市入選

600665 生きる。 栗木 俊弘 福岡市早良区入選

600666 美術館の午後 江口 智子 福岡市南区入選

600667 愛し仔 大平 千尋 北九州市小倉北区入選

600668 衛兵交代式 林 博 北九州市小倉北区入選

600670 大樹の輝き 森田 朋子 北九州市小倉北区入選

600673 田植終った？ 樋口 和雄 福岡市西区入選

600675 クモザルの親子 中島 良子 北九州市八幡西区入選
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600681 少年野球 高橋 正敏 福岡市早良区入選

600685 雫彩花 花村 徹 飯塚市入選

600687 命宿る樹 市川 昇 宮若市入選

600691 湖霊 吉塚 勇雄 糸島市入選

600694 干潮の朝 藤吉 二夫 遠賀郡遠賀町入選

600698 光のシャワー 髙木 政嘉 糟屋郡篠栗町入選

600699 小影にて 安野 輝男 那珂川市入選

600705 シーズンオフの浜辺 葉石 美和子 北九州市若松区入選

600707 こっちにも投げて！ 桑原 孝昭 北九州市八幡西区入選

600710 絆 平良 朝子 古賀市入選

600712 雪解けの午後 篠原 鶴光 古賀市入選

600718 薄陽さし 百田 德子 福岡市中央区入選

600719 出番 内田 貞幸 北九州市小倉北区入選

610001 静 有田 昌次 福岡市南区入選

610002 春の陽だまり 松井 典子 福岡市南区入選

610004 彩 水落 富士雄 筑紫野市入選

610006 決死のトライ 髙木 三男 福岡市早良区入選

610008 光、こぼれる 田中 宏子 小郡市入選

610010 幽玄の刻 永田 薫 福岡市博多区入選

610013 期待を乗せて 木之下 芳昭 福岡市城南区入選

610017 涼を求めて 山口 八重子 福岡市中央区入選

610019 浦島の夜明け 片島 京子 福岡市博多区入選

610020 夜桜劇場、開演ま近か 矢野 敬一 福岡市早良区入選

610021 星空 矢野 敬一 福岡市早良区入選

610024 希望の春 増田 俊次 春日市入選

610027 眺めのいい部屋 大原 紘一 福岡市早良区入選

610028 やすらぎ 南 雄志郎 福岡市中央区入選

610029 髙山の旅 南 雄志郎 福岡市中央区入選

610031 みんな集まれ！ 羽仁 祐子 福岡市南区入選

610032 夕日 友杉 美恵子 福岡市中央区入選

610036 陽気な三人娘 甲斐 幸江 福岡市中央区入選

610038 暮色 辻川 義弘 直方市入選

610042 秋の共演 永富 治子 嘉麻市入選

610044 待つ早春 才所 裕 北九州市八幡西区入選

610047 水田を駆ける 中尾 勝人 北九州市小倉北区入選

610049 恋心 恒富 啓史 築上郡築上町入選

610052 博多の夏 牟田 元弘 北九州市若松区入選

610056 斜光の公園 法師山 進 北九州市八幡西区入選

610057 暮れゆく頃 奥 聰夫 田川市入選
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610059 村祭りの日 秋丸 智彦 田川市入選

610065 子守り籠 富田 佳宏 田川郡香春町入選

610072 マナスル山麓の子 成瀬 市 田川郡香春町入選

610073 春と秋の競演 遠藤 充乎 北九州市小倉南区入選

610075 干潟のドラマ 森 秀雄 直方市入選

610077 稲穂守り 西谷 正己 直方市入選

610082 幻想 水野 磨智子 豊前市入選

610083 祭りの子供達 城水 勝 行橋市入選

610086 ホッとして 松本 晴生 直方市入選

610087 ウィンク 白石 郁子 行橋市入選

610089 想い 白川 勉 京都郡みやこ町入選

610093 里の祭り 白石 明 築上郡築上町入選

610095 幽玄 三木 麗子 行橋市入選

610109 七五三 北山 明博 行橋市入選

610110 気取り 小野 碧 築上郡築上町入選

610111 視線３様 柏木 昌弘 行橋市入選

610112 指揮者 和田 厚子 行橋市入選

610116 復活の里 平山 一夫 古賀市入選

610118 風のいたずら 宮田 昌子 古賀市入選

610120 深閑 赤松 成次 直方市入選

610121 腹へった！ 廣渡 富士雄 宗像市入選

610125 炸裂 矢次 小絵子 北九州市八幡西区入選

610127 一人ぼっち 津田 勉久 北九州市八幡西区入選

610135 月を射る 大石 一雄 筑紫野市入選

610137 夏日 植松 佳春 北九州市八幡東区入選

610140 なかよし 長田 敦子 柳川市入選

610142 刈田 吉村 邦彦 筑紫野市入選

610144 祈りの歩み 三浦 廣春 飯塚市入選

610145 キッズデイ 石村 國男 宗像市入選

610148 黄昏のフィッシング 井上 國義 宗像市入選

610149 内浦の浜の朝 今林 肇 宗像市入選

610153 花から華へ 入江 満里子 宗像市入選

610156 天まで上がれ 古賀 芳枝 北九州市八幡西区入選

610157 氷の芸術 田平 敏昭 宗像市入選

610159 洞海工場夜景 神保 邦雄 北九州市若松区入選

610162 寅さんに会いに 藤井 スミ子 古賀市入選

610164 お昼寝 小田 祐子 北九州市八幡西区入選

610167 御神木に祈る。（パワースポット） 石松 虎之 福津市入選

610169 町の鍛冶屋 古川 幸子 北九州市小倉南区入選
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610174 宇宙へ跳ぶこうのとり 上田橋 節男 糟屋郡新宮町入選

610191 子供達の物語 伊藤 有幸 福岡市東区入選

610195 神々への道しるべ 石田 裕子 宗像市入選


