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部門 洋画 入賞・入選点数 215 点

出品番号 賞名 題名 氏 名 市区町村名

210149 西海浄土図（２０２１） 鈴木 直之 福岡市南区福岡県知事賞

210091 水郷柳川 前田 安記 北九州市戸畑区福岡県議会議長賞

210010 時代の視線 大野 正子 北九州市小倉北区福岡県教育委員会賞

200023 朽ちた樹木 宮原 勝則 京都郡苅田町福岡県美術協会賞

210212 青瞬 坂本 岬 北九州市八幡西区福岡県美術協会創立80周年記念賞

210205 赤歴を編む 江副 啓介 北九州市小倉北区西日本新聞社賞

200013 いにしえを偲ぶ 青木 直次 筑紫野市岩田屋三越賞

200149 深雪 石原 達也 糟屋郡志免町読売新聞社賞

210156 春の足音・Ⅱ 堤 宣陽 柳川市毎日新聞社賞

210101 こもれびの詩 安樂 佐智子 北九州市八幡西区直方市長賞

200156 あゝ無情Ⅰ 足立 美秋 北九州市八幡西区田川市長賞

210235 秋の夕暮れどき 篠原 律子 筑紫野市筑紫野市長賞

210071 close 福田 澪 福岡市東区春日市長賞

210137 早暁 水﨑 孝行 福岡市西区大野城市長賞

200087 闇と光－虚実の協奏－② 弘保 廣志 古賀市古賀市長賞

210109 個人的空間 大嶋 拓司 遠賀郡岡垣町福津市長賞

210093 命を懸けて守りぬく（母子） 秦 浩一郎 北九州市八幡西区福岡市教育委員会賞

210206 帰還と出発 渡辺 透志子 遠賀郡岡垣町福岡市教育委員会賞

200148 廃屋 德田 利惠子 朝倉市北九州市教育委員会賞

200029 2020今夜は私が王様ね 猪股 寛昭 福岡市南区福岡ユネスコ協会賞

210095 双様B 加藤 健一 北九州市八幡西区福岡県文化団体連合会賞

210062 南宗之奇遇 秦 宇 春日市福岡文化財団賞

200141 時は流れて 平田 昭二 糸島市九州産業大学造形短期大学部賞

210023 祈りの大地－２０２１夏－ 中田 貢 北九州市小倉南区東アジア文化都市北九州特別賞

210069 SENSE OF MOVEMENT 村上 淳志 福岡市東区協賛賞

210151 強く 藤田 理菜 福岡市城南区協賛賞

210292 美酒を愛でるひととき 中川 妙子 春日市協賛賞

210358 エンドレス　サマーⅡ 石橋 智恵 北九州市八幡西区協賛賞

200001 棚田斜陽（Ⅴ） 長谷川 滉 京都郡苅田町入選

200003 蘇鉄　魅惑の生態 飯森 桂子 飯塚市入選

200016 朽ちゆく 辻󠄀 裕子 福岡市東区入選

200019 たそがれ時代 加耒 義朗 福岡市西区入選

200022 想い 芦󠄀辺 増男 福津市入選

200024 映える棚田 杉町 朱実 福岡市博多区入選

200028 夢の世界 矢ヶ部 貞弘 筑紫野市入選

200030 雨上がりのアイリス 三木 紳市 福岡市東区入選

200033 最高峰の世界 田中 哲雄 飯塚市入選

200034 ２０２１希望の街 田代 詔一 福岡市東区入選

200035 はるの日 水田 あけみ 古賀市入選
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200039 祈る飾山笠 大島 睦 福岡市東区入選

200043 晩夏の休息 高田 良人 福岡市早良区入選

200046 たからもの 佐藤 宮二子 福岡市城南区入選

200051 風景（朝倉路） 海稲 英人 福岡市東区入選

200057 「ボンヌフ」（パリ・セーヌ川） 磯野 泰雄 福岡市中央区入選

200058 潮溜まり 八尋 輝幸 宗像市入選

200067 ぼくの未来は 吉武 美代子 福岡市早良区入選

200070 夕映えのプラント 宇都 毅 北九州市八幡西区入選

200073 鍛冶屋 一田 彦次 福岡市南区入選

200075 バリと石垣のおもいで 徳山 洋子 久留米市入選

200079 明治の煉瓦館 中里 多美子 宮若市入選

200088 金木犀 那須 佐代子 田川郡川崎町入選

200090 川の中に 菅原 善則 福岡市西区入選

200091 ＨＡＲＶＥＳＴ 古谷 真智子 田川市入選

200092 クマバチとふじの花 前山 久宜 福岡市南区入選

200093 森の小径 広野 和男 福岡市東区入選

200095 帰路 世利 裕代 福岡市南区入選

200099 花 鹿児島 良 糟屋郡須恵町入選

200100 不安な街の風景 下薗 美代子 北九州市小倉北区入選

200103 水鳥のサミット 下村 勝 福岡市東区入選

200104 砂と風の悪戯 中村 英二 飯塚市入選

200105 ｆｒａｇｒａｎｃｅ 髙鍋 充 飯塚市入選

200107 東電福島２号機廃炉作業 坂本 栄治 飯塚市入選

200111 記憶…そして、忘れない 有田 真介 田川郡福智町入選

200113 シャクナゲ群生 場々 和博 福岡市早良区入選

200115 水源 荒木 貞 福岡市博多区入選

200121 もうすぐ博多駅 山本 義和 糟屋郡宇美町入選

200123 樹と生きる 常軒 よしの 福岡市城南区入選

200125 夜と朝のあいだ 田中 睦師 みやま市入選

200131 熊の川・秋 山路 明彦 福岡市早良区入選

200135 彩る秋Ⅲ 木本 英生 福岡市早良区入選

200136 ラーメンパーク“たまねぎの巻” 清家 ひなた 福岡市東区入選

200137 毘沙門山裏の突堤 平川 恵三 福岡市西区入選

200140 こいし 横尾 保馬 飯塚市入選

200142 春光 桑原 杏奈 福岡市西区入選

200143 不安 佐土嶋 和美 田川郡川崎町入選

200147 秘密基地 松尾 彩 遠賀郡岡垣町入選

200153 有明の海 田中 和仁 筑紫野市入選

200158 宮地浜　夕日 今村 雄吉 福津市入選
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200159 きな粉餅の唄 井本 悟 福岡市城南区入選

200161 睦月の馬 又丸 久 福津市入選

200163 夏の想い 橋口 昌子 福岡市西区入選

200168 セメント工場のある街 小宮 猛 宗像市入選

200169 我慢の日々 青木 明子 福岡市西区入選

200172 夏の浜辺 秋好 晴敏 福岡市城南区入選

200173 在 安達 都耶子 北九州市八幡西区入選

200174 印象港のある街荒戸 日髙 千秋 福岡市南区入選

200175 ＋－ 日野 朝香 福岡市東区入選

210001 阿吽２０２１ 伊藤 健一 福岡市中央区入選

210005 わし岩 松岡 隆成 うきは市入選

210008 呵々大笑 清永 瑞枝 北九州市小倉南区入選

210011 覗き見た川面 甲山 由利子 北九州市八幡東区入選

210012 妻籠宿に憩う 内田 良子 北九州市八幡西区入選

210017 紙飛行機Ⅰ 用正 敏枝 北九州市小倉南区入選

210020 街角物語～風と歩く 末松 康子 北九州市八幡西区入選

210025 峠のCafe 北村 孝男 北九州市小倉北区入選

210027 古代への誘いⅢ 三谷 シズ子 北九州市小倉南区入選

210029 宙の声Ⅰ 栗田 見佐子 北九州市八幡西区入選

210031 景（Ⅰ） 矢野 千恵 嘉麻市入選

210033 鷹巣高原に谺する 福田 暢夫 田川郡添田町入選

210034 早春 宮園 妙子 飯塚市入選

210037 明けない夜はないⅡ 八並 順子 京都郡苅田町入選

210047 融合Ⅰ 竹田 康人 福岡市西区入選

210049 不思議の森－揺らぎ－ 豊田 忠一 福岡市東区入選

210056 棚田－秋輝やく 千々和 洋子 福津市入選

210060 光景 吉野 瑠莉 福岡市東区入選

210061 とどろき 吉村 二千夏 北九州市戸畑区入選

210063 羽化≒欲望 小関 遥佳 福岡市東区入選

210064 不透明 斉藤 涼 福岡市東区入選

210066 無限の世 田川 俊介 福岡市東区入選

210068 回顧の先 藤本 有紀 福岡市東区入選

210075 平屋 小金丸 廉斗 糸島市入選

210082 秋の訪れ 高田 節子 福津市入選

210086 晩秋の仙女楼 中村 吉秀 太宰府市入選

210099 刻の残叫　Ⅰ 末永 千春 北九州市小倉北区入選

210102 裸婦 尊田 文枝 北九州市若松区入選

210104 流転の中で生きる 渡部 孝 北九州市戸畑区入選

210105 格子模様 荒牧 浩文 宮若市入選
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210106 坊ガツル（九重） 田村 丈德 北九州市八幡西区入選

210108 雨あがり、金の雫 臼木 厚子 遠賀郡岡垣町入選

210111 木精 武冨 千代子 北九州市小倉南区入選

210112 感謝 浅野 家興 北九州市八幡東区入選

210113 晩秋 塚本 光洋 北九州市小倉北区入選

210114 祝宴 土肥 裕子 田川郡福智町入選

210115 明日を託して 花田 美佐子 北九州市八幡西区入選

210118 夢の中で 三原 鈴恵 北九州市若松区入選

210119 Wall ＆ Human 矢野 尚 北九州市若松区入選

210120 ワンピース 石田 淑江 北九州市小倉北区入選

210121 私じゃない私 若生 美音 太宰府市入選

210122 啓迪 相良 琴迪 太宰府市入選

210123 夕日と私 斉藤 日花梨 太宰府市入選

210124 対話 小西 優里奈 太宰府市入選

210126 分岐 吉本 心力 太宰府市入選

210127 Paresthesia 結城 柊弥 太宰府市入選

210130 心は止まり　明日は来る 中村 彩乃 太宰府市入選

210131 浮遊 北島 小雪 太宰府市入選

210132 癒やす 荒木 鈴葉 太宰府市入選

210133 昼下りが似合う旅の街 武藤 美保子 福岡市中央区入選

210135 山密 菅 恵理子 福岡市中央区入選

210136 大観峰遠望 橋本 順治 福岡市城南区入選

210138 恋する花火 田島 八千子 福岡市中央区入選

210139 足の花 平塚 公子 宗像市入選

210140 昔ながらに明日思う部屋 合屋 貴司江 大野城市入選

210141 音の求道者たちブラボー 平田 由紀子 福岡市早良区入選

210143 クメールの神秘・仏尊顔像 西村 俊彦 福岡市博多区入選

210150 西海浄土山笠之図 鈴木 直之 福岡市南区入選

210153 思い出と 藤川 響歌 大野城市入選

210154 ベニスの船着場 廣 陽二 大野城市入選

210160 画架に向う自画像 大瀬戸 邦雄 大牟田市入選

210161 廃鉱 牟田 英昭 大牟田市入選

210164 龍の居る街 松永 一夫 小郡市入選

210165 コミック　マニア 三小田 眞智子 久留米市入選

210169 棚田晩秋 原 徹 八女郡広川町入選

210170 花立山（夏） 林田 啓介 久留米市入選

210171 空ノ華 德永 健児 大牟田市入選

210174 進化論・進歩　あ　ゆ　む 豊住 秀夫 大牟田市入選

210175 記憶のマフラー 猿渡 由衣 みやま市入選
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210176 ヨーロッパの街角 中村 八重子 久留米市入選

210178 WORLD REPORT 大場 洋子 久留米市入選

210181 宙－光 杉町 美穂 大牟田市入選

210182 雷山千如寺「晩秋」① 山本 義介 八女市入選

210186 雑草に生われた筑紫路線 佐藤 忠治 柳川市入選

210189 菜食の香り 雨森 富士枝 八女市入選

210191 朽ちる 松尾 敬介 八女市入選

210192 もののけの森Ⅱ 野田 昌子 八女市入選

210199 新型コロナウイルス 石橋 純子 北九州市八幡東区入選

210200 歪む標示 末吉 静子 北九州市小倉南区入選

210201 秋暮寂光 木元 美千子 行橋市入選

210202 曲線のある駅 倉田 栄子 北九州市小倉南区入選

210204 シャッター街の憶 大庭 廣子 北九州市若松区入選

210208 悸　胸騒ぎ 金谷 まり子 北九州市門司区入選

210210 石壁をわたる風 戸高 洋子 北九州市八幡西区入選

210211 アガパンサスの花 中野 英二 北九州市小倉北区入選

210214 変わらないこと 山中 実桜 北九州市八幡西区入選

210216 曇天と蓮 藤本 一那 北九州市八幡西区入選

210218 天色染まる門司港レトロ 新井 美紗喜 北九州市小倉南区入選

210219 ＩＮＯＲＩ 大森 佳代 筑紫野市入選

210228 ２０２１.何処へ 力久 則子 筑紫野市入選

210229 ステーション 渡邊 恵子 太宰府市入選

210240 心もよう 八板 まゆり 福岡市中央区入選

210242 土の記憶 党 美智代 福岡市早良区入選

210243 アンティークの部屋 井上 信子 那珂川市入選

210245 いも虫ころころ 長田 智恵子 糸島市入選

210246 動物園へいこうよ 讃井 眸 福岡市中央区入選

210250 斜影（街） 林 友子 福岡市西区入選

210254 gift 楯 宏子 福岡市西区入選

210256 双の椅子 須藤 効子 福岡市南区入選

210258 イカ釣り漁船 福永 修二 福岡市南区入選

210260 卓上の蟹たち 原 三枝子 福岡市南区入選

210262 蓮花の想い 長谷 寿江 筑紫野市入選

210263 働く少年 光瀨 健德 筑紫野市入選

210265 全世界に愛を 坂口 律子 福岡市早良区入選

210269 飛龍 松林 高太朗 福岡市早良区入選

210272 甕と階段 平野 信也 筑紫野市入選

210274 神木 柞木 健 福岡市南区入選

210276 昼下りの白牛 本多 洋子 糟屋郡宇美町入選
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210278 ｓｏｕｌ 田村 正一 福岡市早良区入選

210279 えっ、なに？1 畑 俊一 福岡市中央区入選

210294 時のすぎゆくままにB 後山 陽子 福岡市東区入選

210295 モネの庭 佐藤 友美 福岡市中央区入選

210301 郷愁 樋󠄀渡 晄子 春日市入選

210318 いのちのあした 臼杵 千惠子 福岡市東区入選

210323 鬼灯 三島 眞理 福岡市東区入選

210329 流水 徳永 範雄 朝倉市入選

210330 昭和ロマン、門司港駅懐古 富松 眞由美 北九州市門司区入選

210331 遊鶏 橋本 ちづ子 京都郡みやこ町入選

210341 遠い日 兒玉 恵美子 福岡市南区入選

210342 大地…生命 牛房 美穂子 福岡市東区入選

210349 フクちゃん！ 井上 寿子 直方市入選

210350 ラパン 山本 純子 福岡市中央区入選

210352 セレブたち博多にようこそ 辻󠄀本 庶恵 福岡市南区入選

210355 和みの刻Ⅱ 井上 貴義 北九州市八幡西区入選

210357 宙に想うⅠ 桃坂 美佐子 北九州市門司区入選

210361 化身Ａ 古賀 知雄 福岡市南区入選

210363 マンモス（リベンジ） 出家 倫子 那珂川市入選

210367 ギョギョギョ 石田 征子 鞍手郡鞍手町入選


