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第76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 118 点

出品番号 賞名 題名 氏 名 市区町村名

400136 シルクロード 内藤 明子 福岡市東区福岡県知事賞

400099 月の廃墟 今林 邦寛 福岡市東区福岡県教育委員会賞

400138 泥彩花文花器 森田 順四郎 田川郡香春町福岡県美術協会賞

400003 黒川の芦 香野 芳子 北九州市八幡西区福岡県美術協会創立80周年記念賞

400035 手紡双糸小倉織帯「汀」 花田 眞理子 北九州市八幡西区西日本新聞社賞

400113 まだかな… 桑原 修 福岡市中央区西日本新聞社賞

400133 海溝の記憶 松本 哲 太宰府市岩田屋三越賞

400155 風渡る 松枝 小夜子 久留米市朝日新聞社賞

400051 ジンジャーの咲く頃 辻󠄀 リツコ 久留米市久留米市長賞

400126 花文鉢 小野 加世 遠賀郡岡垣町宮若市長賞

400101 花籃　夕やけ 山本 正二 糸島市糸島市長賞

400082 手紡双糸小倉織帯「夏の夢」 喜洲 朋子 北九州市小倉北区福岡県文化団体連合会賞

400068 響 森山 清香 福岡市東区福岡文化財団賞

400011 臥薪嘗胆 東堤 凱土 太宰府市九州産業大学造形短期大学部賞

400154 髪を切った日 阿部 範子 福岡市中央区特別奨励賞

400074 泥彩切紙文鉢 木下 和幸 京都郡苅田町協賛賞

400001 もみじ葉 萩原 久榮 久留米市入選

400002 桜～思い出の秋 竹田津 惠子 北九州市小倉北区入選

400005 中秋の大歩危峡 松村 直保子 直方市入選

400006 華老 御手洗 飛文 太宰府市入選

400007 溯上 楢原 飛鳥 太宰府市入選

400008 ひととせ 佐渡島 来美 太宰府市入選

400012 輪廻 國吉 花那 太宰府市入選

400013 sleep 大津 穂乃香 太宰府市入選

400014 狐の凝視 久我 伊織 北九州市八幡西区入選

400015 オニユリくん 大野 こころ 北九州市八幡西区入選

400019 Long-suffering love 中矢 響 北九州市八幡西区入選

400021 夢模様 藤本 サチ子 田川市入選

400023 八十路 樋󠄀口 カヅヱ 福岡市中央区入選

400024 陽にむかって 山本 温子 太宰府市入選

400025 討伐 小嶋 慎二 福岡市東区入選

400026 手紡小倉織帯「ｒａｉｎ」 金﨑 浩子 北九州市八幡西区入選

400027 瑠璃色の海 須谷 信弘 宗像市入選

400029 練上皿「幻花」 笹野 新 福岡市早良区入選

400030 線刻銀彩焼締花器 原崎 純一 糟屋郡篠栗町入選

400031 庭のカエデに殿様バッタ 吉浦 基紀 福岡市南区入選

400036 連 占部 民子 太宰府市入選

400038 黄金色の里山 川上 ひろこ 遠賀郡岡垣町入選

400039 花籃・弧集PartⅡ 山口 龍造 太宰府市入選
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400040 友禅　花明かり 小味山 絵里 福岡市西区入選

400041 コトバⅡ 藤田 奈穂美 朝倉市入選

400042 均衡 髙木 やよい 福岡市西区入選

400044 黒釉線文花器 平野 利光 太宰府市入選

400045 黒釉線文大皿 平野 利光 太宰府市入選

400046 掛分鉢「湖」 池田 美佐子 福岡市早良区入選

400047 鉄釉窯変花器「炎」 冨永 幸雄 福岡市早良区入選

400048 波濤の彼方 帖佐 孝一 糟屋郡篠栗町入選

400049 楽しき日々 斉藤 慶子 北九州市門司区入選

400050 黒釉かけわけ鉢 野村 恵津子 福岡市西区入選

400053 蝶紋２０２１ 吉本 雅彦 福岡市東区入選

400055 紫陽花 村上 里桜 飯塚市入選

400057 桜咲く 田中 典子 福岡市早良区入選

400058 脱炭素社会 古野 由美子 福岡市南区入選

400060 「みんな元気かー！」 渡辺 ひとみ 太宰府市入選

400061 鉄赤釉叩き文壺 江藤 一成 糟屋郡須恵町入選

400064 三日月花器 黒土 勇 糟屋郡久山町入選

400066 寿老人 吉澤 武 福岡市西区入選

400067 八十四面体花器 大見 一敏 豊前市入選

400070 粉引壺（木洩れ日） 西田 安光 朝倉郡筑前町入選

400072 切り絵・観世音寺 山田 幸治 大野城市入選

400073 切り絵・白砂青松十四曳山 山田 幸治 大野城市入選

400075 鉄釉線文壺 吉村 修一 福岡市中央区入選

400076 黒釉壺１７ 吉村 修一 福岡市中央区入選

400077 ＴＩＧ溶接七色曲水花瓶 古賀 茂好 大牟田市入選

400079 白雲 小代 文明 宗像市入選

400081 和 堀川 優子 福岡市西区入選

400085 彩泥線文花器 二見 弘子 築上郡築上町入選

400086 夜明け 田端 和夫 福岡市城南区入選

400087 白釉線文壺（たまねぎ） 原田 尚徳 福岡市西区入選

400089 叩き釉流し壺 結城 一臣 福津市入選

400090 春近し 橋本 良子 久留米市入選

400091 雲霧 佐藤 孝 太宰府市入選

400092 線刻銀彩花器 水本 勉 古賀市入選

400093 白釉捻面取鉢 百田 龍山 福岡市城南区入選

400094 灰釉双耳付水指 百田 龍山 福岡市城南区入選

400095 本友禅　秋の夕暮 田中 美佐代 筑紫野市入選

400096 我が町の氏神様の日本一 篠﨑 春雄 福津市入選

400097 手紡双糸小倉織帯「旅路」 野代 和子 北九州市小倉南区入選
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400098 黎明 今林 久 福岡市東区入選

400100 寿美酒鯛籃 河原 久 糸島市入選

400102 花籃「漣」 出雲 昭徳 糸島市入選

400103 流れのままに 坂井 徳宏 大川市入選

400108 水の行く先 山路 眞理子 福岡市早良区入選

400109 天満月 田中 彩香 大牟田市入選

400110 曙光の海 田中 彩香 大牟田市入選

400111 花の宝石箱 森 加代子 宗像市入選

400112 ６：００ 秋澤 ゆずか 福岡市中央区入選

400114 柳薄荷の花開く 小御門 敏江 遠賀郡岡垣町入選

400115 聖段 内田 清隆 糟屋郡篠栗町入選

400116 清龍とそばかすの姫 内田 清隆 糟屋郡篠栗町入選

400117 赤天目大鉢「赤宙」 林 浩賢 福岡市東区入選

400119 絣組皿 近藤 光男 筑後市入選

400120 面取焼締花器 近藤 太紀 筑後市入選

400122 INNOCENCE 山本 由美子 飯塚市入選

400124 フルーツサンド 間 明日香 福岡市東区入選

400127 線彫文壺 中野 英明 福岡市早良区入選

400128 誕生 森田 京子 大野城市入選

400130 ほころぶ 隈 博實 北九州市八幡東区入選

400131 霞窯変壺 大村 倫一 遠賀郡岡垣町入選

400132 オッショイ！ 篠崎 みどり 嘉麻市入選

400137 青釉鉢「清流」 鹿島 朝子 福岡市西区入選

400139 古陶彫文壷 大歯 俊子 春日市入選

400140 向日葵 又丸 喜美子 福津市入選

400141 窯変裂文壺 佐々木 康治 遠賀郡岡垣町入選

400142 抜絵百合文皿 松島 峰子 北九州市若松区入選

400143 法隆寺五重塔 梅野 春幸 大野城市入選

400144 色化粧炭化皿 藤岡 初代 太宰府市入選

400145 ちいさな　しあわせ 財津 和加子 福岡市博多区入選

400146 go through 内田 裕子 田川郡添田町入選

400147 希望 鍵本 透子 福岡市南区入選

400148 銀の波 鍵本 透子 福岡市南区入選

400149 風紋 松尾 行洋 みやま市入選

400150 藁灰釉花器 太田 万弥 朝倉郡東峰村入選

400151 飴釉藁刷毛鉢 太田 万弥 朝倉郡東峰村入選

400152 灰釉平大皿 太田 義八 朝倉郡東峰村入選

400153 灰釉大壷 髙野 一 糟屋郡篠栗町入選

400156 オ・カロランの祈り 田中 恵理子 福岡市西区入選
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400157 日照りに雨 城戸 那菜子 糟屋郡篠栗町入選


