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第75回　福岡県美術展覧会　入賞・入選者一覧

部門 ﾃﾞｻﾞｲﾝ 入賞・入選点数 75 点

出品番号 賞名 題名 氏 名 市区町村名

700026 浸透 大山 彩音 太宰府市福岡県知事賞

700001 あの世を見た男 堀 博 福岡市西区福岡県教育委員会賞

700014 これ、なーんだ。 太田 奈々 太宰府市福岡県美術協会賞

700067 虐待と心 松下 彩花 春日市朝日新聞社賞

700103 私達と世界 長谷 有紗 北九州市小倉北区岩田屋三越賞

700037 個性 平位 章子 筑紫野市福岡県文化団体連合会賞

700063 規格外でも味は同じ 西田 由紀 福岡市早良区福岡文化財団賞

700078 平和の象徴 江口 里穂 北九州市小倉北区九州産業大学造形短期大学

700039 はよなんとかせんといけん 久方 哲典 北九州市若松区奨励賞

700002 ブラックバイト 井上 七緒 古賀市入選

700004 Ｂａｎｅｎǵｅｒｓ 小山 とも子 糟屋郡須恵町入選

700005 忘れていく病 福丸 みお 宗像市入選

700006 僕の居場所 福澤 優芽 那珂川市入選

700007 最強の運び屋 末松 正和 田川市入選

700008 白昼夢 園 こうじろう 田川市入選

700011 ＨＩＧＨ ＳＵＧＡＲ 永松 愛結 太宰府市入選

700013 個性とは？ 三木 まどか 太宰府市入選

700016 逆境 花園 彩 太宰府市入選

700018 ＳＨＡＶＥ ｏｒ ＳＡＶＥ 吉谷 遥香 太宰府市入選

700021 よく見て 北島 小雪 太宰府市入選

700022 Ｍａｌｅ？Ｆｅｍａｌｅ？ 塩川 絢香 太宰府市入選

700023 Ｅｍｏｔｉｏｎｓ 中尾 一葵 太宰府市入選

700028 死出の旅 村上 葵 太宰府市入選

700029 I’m crazy about loving 築城 友香 太宰府市入選

700030 自由色 荒木 鈴葉 太宰府市入選

700033 私は忘却の手前に居ます 宮秋 美保子 行橋市入選

700034 ハッピーエンドな終り方 竹田 竜樹 北九州市八幡西区入選

700035 もう捨てないでね？ 津森 瑠梨香 北九州市八幡西区入選

700036 ワンチャン 西河 凜欧 北九州市八幡西区入選

700038 迷惑な訪問者 湯浅 亮子 福岡市西区入選

700042 海洋プラスチックごみ問題 鍵本 透子 福岡市南区入選

700043 憂鬱 井戸川 恵万 北九州市小倉南区入選

700044 フラミンゴ 伊藤 若菜 北九州市小倉南区入選

700045 HeiwaなReiwa 山根 修平 北九州市小倉北区入選

700046 ふわっと新しい時代へ 矢野 美里 豊前市入選

700047 努力の結晶 塚本 麻由 朝倉市入選

700050 イロトリドリ 古賀 日菜 北九州市小倉北区入選

700051 れいにゃ 後藤 彩月 北九州市小倉北区入選

700052 スマホ事故 小路 裕香 北九州市小倉北区入選
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700055 美の伝承 井上 晴菜 北九州市小倉北区入選

700057 新しい私 小野 多世子 大野城市入選

700058 時代を止めるな！！ 髙橋 悦子 北九州市門司区入選

700060 恋をしよう 石田 力大 北九州市小倉北区入選

700062 味は同じでも規格外 西田 由紀 福岡市早良区入選

700064 さまざまなカタチ 井上 理映子 福岡市博多区入選

700065 自分を偽るな 牧 健太郎 福岡市博多区入選

700072 表裏一体 井上 隼亮 北九州市小倉北区入選

700073 ゴミの重さ、いのちの重さ 伊藤 遼 北九州市小倉北区入選

700074 すこしでも 井口 若巳 遠賀郡遠賀町入選

700076 しばらくお待ちください 上田 美奈 北九州市小倉北区入選

700077 忘れないで。 内山 拓己 北九州市小倉北区入選

700080 生命 加治 基美香 豊前市入選

700081 今日も流行を発送致します 釜 梨花子 北九州市小倉北区入選

700082 拝啓、未来へ 貴嶋 杏月 北九州市戸畑区入選

700083 殺処分について。 北村 優香 北九州市八幡東区入選

700088 素晴らしい未来へ向けて 是木 麻希 北九州市小倉北区入選

700090 残したいもの 佐々木 遼人 北九州市門司区入選

700093 未だ、白紙。 島本 さやか 北九州市小倉北区入選

700095 平成と令和の記憶 砂田 祐輔 北九州市小倉北区入選

700096 地球のつぶやき 髙橋 和寿 北九州市小倉北区入選

700100 動物を守ろう 辻野 優莉 北九州市小倉北区入選

700101 糸電話 出口 敦嗣 北九州市小倉南区入選

700102 ＳＰＬＡＳＨ 中谷 光孝 北九州市若松区入選

700106 スマイルゲーム 野村 真那 北九州市八幡西区入選

700107 未来は現在の集まり 野村 里紗 中間市入選

700108 問題のさかな 花田 明未子 北九州市小倉北区入選

700109 時代に沿った流行語 藤田 泰哉 北九州市小倉北区入選

700110 変わらないもの 藤永 渓吾 北九州市小倉北区入選

700111 現実の命を大切に 日野 希海 北九州市小倉北区入選

700112 未来 松尾 優香 北九州市小倉北区入選

700116 歩きスマホの危険性 山田 櫻 北九州市小倉北区入選

700119 新しい時代へ 吉田 録 京都郡苅田町入選

700120 平成から令和へ託す 渡辺 勇 北九州市小倉北区入選

700122 まちがった進化 和田 海渡 北九州市小倉南区入選

700124 ワクワクの夏休み 小田 妙子 福津市入選


