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第76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 300 点

出品番号 賞名 題名 氏 名 市区町村名

600450 あきたこまち 福井 茂光 福岡市城南区福岡県知事賞

600372 ごめんなさい 仁田原 加代子 北九州市小倉北区福岡県教育委員会賞

600229 その先へ 神林 ジツ子 北九州市八幡西区福岡県美術協会賞

600076 アラ～どうしたの！ 長末 俊樹 田川郡糸田町福岡県美術協会創立80周年記念賞

610225 山里の宵 島村 直幸 宗像市西日本新聞社賞

600481 雪中テント村 森田 朋子 北九州市小倉北区岩田屋三越賞

600207 寒日 久保 純子 田川郡川崎町朝日新聞社賞

600297 雨ニモマケズ 中尾 泰史 福岡市早良区福岡市長賞

600071 癒しと希望の舞 堀 美子 久留米市大牟田市長賞

600265 お汐井汲み 中村 光男 久留米市大川市長賞

600011 海のめぐみ 平田 昇 遠賀郡遠賀町中間市長賞

610104 爺ーじとあたし 山㟢 惠二 福岡市南区小郡市長賞

600384 稲妻幻想 三浦 廣春 飯塚市うきは市長賞

600102 日田祇園の男たち 羽生 哲也 福岡市早良区朝倉市長賞

600063 ワンダーランド 中島 正 久留米市みやま市長賞

600358 水花火 丸山 徳子 福岡市南区那珂川市長賞

610082 ファミリー 柏木 昌弘 行橋市福岡市教育委員会賞

610156 一心寒行 楠田 和正 福津市北九州市教育委員会賞

600064 闇夜の彩光 河野 修身 福岡市東区福岡県文化団体連合会賞

600260 三匹の子猫 吉村 まゆみ 糟屋郡篠栗町福岡文化財団賞

610183 コロナ年の豆まき 土岐 和子 古賀市九州産業大学造形短期大学部賞

610067 希望 三木 麗子 行橋市東アジア文化都市北九州特別賞

600116 野生の目力 藤島 正稔 福岡市中央区協賛賞

600121 夜の噴火 井口 裕 古賀市協賛賞

600129 一緒に遊ぼ 能間 幸子 北九州市八幡西区協賛賞

600489 くすぐったい 福島 秀和 福岡市早良区協賛賞

610014 とうがらし乾し風景 成瀬 市 田川郡香春町協賛賞

600001 宵山 藤原 尚武 古賀市入選

600002 妖木 飯田 清士 福岡市西区入選

600004 クラスメートどすこい 小山田 公子 福岡市西区入選

600006 幻想の樹影 海老原 信夫 福岡市南区入選

600007 網のなかから 南 順子 福岡市西区入選

600009 変身 河野 通明 みやま市入選

600013 大漁の朝 畑島 貞廣 糟屋郡粕屋町入選

600015 Big Wave 定村 政裕 北九州市八幡東区入選

600016 冬の海水浴場 林 利弘 直方市入選

600019 カルストに咲く 松尾 昭勝 北九州市八幡西区入選

600020 人人人 大野 記代子 福岡市南区入選

600021 人馬一体 大野 隆幸 福岡市南区入選
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600024 波が描いた地上絵 城後 征二 福岡市西区入選

600027 楽しいどろんこ 小橋 攝子 宗像市入選

600029 お買物 庄山 律子 福岡市中央区入選

600033 ハートのぞうさん 古瀬 みち子 福岡市早良区入選

600035 燃え盛る火 清水 邦夫 福岡市西区入選

600037 闘魂 松嶋 和生 福岡市博多区入選

600038 朝霧晴れて 山村 勝彦 北九州市八幡西区入選

600039 鵜の鵜呑み 鹿児島 饒二 小郡市入選

600041 ゆらめく 渕上 忠臣 久留米市入選

600044 桜の花の下で 若松 安子 春日市入選

600051 桜雨に誘われて 塚本 昭夫 大牟田市入選

600052 歓迎 川口 保孝 筑後市入選

600056 茜の大気に染まる時 清川 健司 糸島市入選

600058 注目の的 野口 称太 柳川市入選

600059 「虹」 重松 隆典 うきは市入選

600061 ラストシーン 岩井 祐子 福岡市東区入選

600062 バトル 桑原 美知子 久留米市入選

600072 琴瑟相和す 宮原 典子 久留米市入選

600074 宇宙から応援 冨安 一弥 柳川市入選

600081 威嚇 高重 シノブ 春日市入選

600082 山翡翠の水浴び 村上 正和 北九州市八幡西区入選

600087 銀河への誘い 安東 道徳 北九州市八幡西区入選

600089 なかよし 嶋田 一喜 福岡市早良区入選

600091 怒涛に舞う 馬場 光延 糟屋郡須恵町入選

600092 紅掛空 星原 昭一 北九州市小倉北区入選

600093 玄海の雄 小賦 光良 福岡市城南区入選

600094 夜空に咲く花 池田 勝久 三井郡大刀洗町入選

600095 見えてたか残念 吉田 定善 福岡市南区入選

600097 午後のひととき 副田 隆義 糟屋郡宇美町入選

600100 おばあちゃんとの夏 田久見 明 那珂川市入選

600103 海の祭り　みあれ船団 吉村 彪 福岡市東区入選

600105 願いを込めて 百瀬 可達 古賀市入選

600111 斜陽の刻 鶴田 直敏 古賀市入選

600114 冬の青海島 山口 勝久 福岡市西区入選

600118 断崖絶壁の道 長 吉秀 福岡市南区入選

600120 閃光と轟音 井上 浩道 古賀市入選

600123 LOVE 浅川 武夫 古賀市入選

600130 山桜霧景 加藤 光夫 太宰府市入選

600132 渓流に舞う 吉浦 明信 北九州市若松区入選
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600134 驀進 三村 守親 北九州市小倉北区入選

600135 初夏 髙木 智子 北九州市八幡西区入選

600141 つれあい 丹生 曻一 福岡市西区入選

600144 もうすぐ　おにいちゃん‼ 江口 すま子 福岡市南区入選

600145 雪原のハンター 古閑 哲朗 北九州市八幡西区入選

600147 荒磯 津田 勉久 北九州市八幡西区入選

600152 釣り人 越野 久男 福岡市博多区入選

600154 初夏の彩り 大西 秀治 福岡市西区入選

600156 朝 木下 武 田川郡川崎町入選

600160 らくだ山の春炎 中尾 公治 北九州市八幡西区入選

600164 山里の秋 鐘ヶ江 春雄 久留米市入選

600165 夫婦の笑顔 橋本 五六 福岡市博多区入選

600168 スプラッシュ 神田 洋子 北九州市門司区入選

600169 星降る扇田 高田 一美 北九州市若松区入選

600171 宿あかり 宮崎 登 北九州市戸畑区入選

600173 ファッション 栗本 重人 北九州市若松区入選

600174 朝日に光る 大石 芳子 小郡市入選

600177 かえるの子 熊手 石根 小郡市入選

600179 シチメンソウの咲く頃 朝部 美恵子 北九州市小倉北区入選

600181 白銀は招く 朝部 信義 北九州市小倉北区入選

600183 突進 平城 尚則 那珂川市入選

600185 花燃える落日 繁實 二臣 太宰府市入選

600199 エィー春がきた 山下 利昭 大野城市入選

600200 祭化粧 梅津 滋 福岡市東区入選

600202 光明 引地 道子 福岡市早良区入選

600206 六月の詩 山﨑 秀明 糸島市入選

600209 桜道の光跡 中島 良子 北九州市八幡西区入選

600212 別れ 絹川 政憲 小郡市入選

600213 那珂川夕景 浦塚 洋男 福岡市南区入選

600214 博多港慕情 柴田 康雄 福岡市南区入選

600215 九重の紅葉と霧氷 北村 守 福津市入選

600218 厄除けの灯り 小西 静子 北九州市八幡西区入選

600226 車両基地 鳥越 英次郎 久留米市入選

600233 故郷の驛舎にて 森﨑 てい子 福岡市城南区入選

600234 朝焼けの詩 西山 宜孝 福岡市城南区入選

600240 春爛漫 真角 伸子 北九州市戸畑区入選

600245 厳寒の朝 吉村 公介 福岡市東区入選

600247 佇む羊群原 佐藤 誠一 北九州市小倉北区入選

600250 秋冷の丘 高橋 信次 福岡市東区入選
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600251 与那国の大自然 久野 清隆 宮若市入選

600254 シャボン玉飛んだ‼ 石橋 正幸 久留米市入選

600255 森の不思議な仲間たち 阿部 武敏 福岡市南区入選

600257 明日への架け橋 堤 哲男 北九州市小倉南区入選

600259 アクシデント 吉村 哲也 糟屋郡篠栗町入選

600261 外の世界 岡崎 ロレッタ 福岡市中央区入選

600264 夜の無機質アート 仲西 聖子 糟屋郡篠栗町入選

600269 霧に浮かぶ 大脇 洋彦 福岡市博多区入選

600270 初日の出 立石 猛 久留米市入選

600271 黒ツラの舞 大林 雄児 福岡市早良区入選

600272 出勤 小野 信文 福岡市城南区入選

600274 夕日を背に 中島 俊治 太宰府市入選

600277 美しいとき 中島 美佐子 北九州市八幡西区入選

600278 山里の春 田中 雅光 八女市入選

600282 美食 児嶋 正人 大野城市入選

600284 出水の競演 片小田 秀幸 大野城市入選

600286 初陣 長田 軍時 福岡市中央区入選

600288 雨の大祭 篠崎 義規 福岡市中央区入選

600290 テリトリー 井上 眞由美 北九州市小倉北区入選

600292 たたずむ 黒水 律子 北九州市小倉南区入選

600293 何が見えるの？ 森田 章敬 筑後市入選

600299 楽しい泥んこサッカー 戸曽 美成 筑紫野市入選

600304 同床異夢！ 伊藤 喜代太 福岡市南区入選

600306 青と黒 福山 雅朝 福岡市西区入選

600307 渦巻く五色のテープ 藤井 利成 福岡市東区入選

600308 蓮池氷結 豊福 勝幸 福岡市中央区入選

600310 銀世界を走る 佐々木 秀治 福岡市東区入選

600312 元気いっぱい 伊藤 蓉子 春日市入選

600313 波濤 武田 信明 北九州市八幡西区入選

600315 象の親子 伊藤 忠 春日市入選

600316 雨だ‼我にカエル 江口 高治 福岡市南区入選

600321 生命の証 因 久 糟屋郡粕屋町入選

600328 幽玄 庄島 昌登 糸島市入選

600330 春の悦び 神田 豊 糟屋郡篠栗町入選

600331 安息の駿馬 吉田 一盛 筑紫野市入選

600338 幻覚 山田 勝征 福岡市南区入選

600339 みんなと泳ぎたい 樺山 友枝 福岡市中央区入選

600340 顔も赤鬼 伊藤 美穂子 糟屋郡粕屋町入選

600344 桜の木の下では 内山 万寿夫 うきは市入選
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600352 北国の春 三好 善行 北九州市若松区入選

600355 ジャンプ 高橋 正敏 福岡市早良区入選

600356 世相 稲富 裕一 久留米市入選

600357 桜トンネル 松竹 則之 うきは市入選

600365 精霊 岸川 信廣 福岡市西区入選

600367 冬の阿蘇山 山口 博信 遠賀郡水巻町入選

600369 渚の散策 葉石 美和子 北九州市若松区入選

600370 デュエット 井戸上 貴 福岡市西区入選

600371 ラーラーラララー。 栗木 俊弘 福岡市早良区入選

600379 蓬屋 棚町 良真 三井郡大刀洗町入選

600385 月照 古米 博樹 宗像市入選

600388 明るい未来へ 田邊 寛 北九州市八幡東区入選

600392 ちょっとかじりすぎ 小島 典子 北九州市八幡西区入選

600393 冬日 古閑 マス子 北九州市八幡東区入選

600395 優美 井上 勝子 北九州市小倉北区入選

600397 異時限の私 戸田 容子 北九州市八幡東区入選

600400 圧倒的 下迫田 芙美子 北九州市小倉北区入選

600401 残照 永野 修身 北九州市小倉南区入選

600404 噴水の彩どり 藤山 忠夫 福岡市南区入選

600405 スマイル 久間 久幸 みやま市入選

600407 静穏 橋爪 征夫 八女市入選

600409 霧のなかから 阿部 鳩枝 北九州市戸畑区入選

600411 大地の響き 水島 智子 北九州市小倉南区入選

600414 栁川旅情 中山 章 みやま市入選

600419 夢幻 井寺 節子 筑後市入選

600420 僕らの時間 米子 久美子 北九州市小倉北区入選

600422 白煙の舞 田川 幸人 久留米市入選

600424 THE NEW YORKⅡ Ｓａｈｉ Ａｎｉｔａ 福岡市南区入選

600426 ツナグ 川口 清志 糟屋郡篠栗町入選

600428 光と色のコンチェルト 篠原 鶴光 古賀市入選

600430 河川敷の花園 沖永 豊子 北九州市八幡西区入選

600433 寒い朝 藤井 政勝 朝倉市入選

600436 妙技 沖永 稜彦 北九州市八幡西区入選

600437 戒 福島 清 春日市入選

600438 視線 吉富 孝 糸島市入選

600440 妖精の舞 栗原 弘恵 春日市入選

600441 托鉢行の雲水 横田 晟 福岡市城南区入選

600442 日の出 林 博 北九州市小倉北区入選

600443 疾走 大平 千尋 北九州市小倉北区入選
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600444 優しいまなざし 吉富 定 北九州市小倉北区入選

600446 放水合戦 鹿野 隆 大牟田市入選

600449 雨上がり 樋󠄀口 洋光 筑後市入選

600456 曳山赤獅子 井上 利明 八女郡広川町入選

600457 迷宮への誘い 富﨑 幹雄 筑紫野市入選

600462 天日干し 藤吉 二夫 遠賀郡遠賀町入選

600465 凝視 白水 朝子 福岡市早良区入選

600469 山のぼせ 髙木 政嘉 糟屋郡篠栗町入選

600470 容姿端正 増野 暢夫 筑紫野市入選

600479 揺れる時代 江上 リサあゆみ 福岡市東区入選

600480 夕日の浜を行く 石川 吉夫 糟屋郡篠栗町入選

600484 平和な時 伊東 映子 糟屋郡須恵町入選

600485 立山秋色 村上 篤司 宗像市入選

600487 霧晴れて 津曲 俊雄 春日市入選

600490 ジャンプ 平山 幸子 北九州市門司区入選

600492 幻光 深田 睦子 北九州市小倉南区入選

600495 神木 乾 節子 北九州市門司区入選

600496 恋する岩 上山 千鶴子 北九州市戸畑区入選

610002 求愛 恒富 啓史 築上郡築上町入選

610003 にらめっこ 才所 裕 北九州市八幡西区入選

610004 御陣乗太鼓 渡辺 ヒロ子 豊前市入選

610006 いたずらっ子 米澤 文恵 北九州市小倉北区入選

610007 メランコリー 永富 治子 嘉麻市入選

610008 羊群 八坂 宗徳 北九州市小倉南区入選

610012 二十歳の旅立ち 牟田 元弘 北九州市若松区入選

610018 赤い傘 立野 光次 田川市入選

610019 猫とヒヨコ 法師山 進 北九州市八幡西区入選

610022 葉かげの宝石 正中 久仁子 嘉麻市入選

610032 秋日の朝 奥 聰夫 田川市入選

610034 庭の宝石 水野 磨智子 豊前市入選

610035 清涼 清田 豊城 豊前市入選

610039 川辺に育む 西谷 正己 直方市入選

610041 季節は巡る 平 哲幸 春日市入選

610042 コロナ禍の天使 竹井 房惠 福岡市東区入選

610043 ゴリラ怒る 川波 義和 朝倉郡筑前町入選

610046 ミラー越しの春爛漫 渡部 彰子 筑紫野市入選

610048 瞳の先は 吉塚 勇雄 糸島市入選

610050 彼方へ 宮崎 恵子 福岡市中央区入選

610052 眼差し 澄川 禮子 福岡市南区入選
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610053 一葉残りて 宮﨑 憲雄 飯塚市入選

610055 凍れる聖地 宮﨑 恭子 飯塚市入選

610058 昼下がりの散歩 渡瀬 昭勝 春日市入選

610059 ミステリアス 近藤 ゆかり 古賀市入選

610060 眼力 城水 勝 行橋市入選

610062 雪の朝 野正 等 行橋市入選

610068 静寂閑雅 馬場 愛一郎 京都郡みやこ町入選

610071 威嚇 白石 郁子 行橋市入選

610075 霧の中の娘 木村 正憲 築上郡築上町入選

610076 氷上の激闘 松本 晴生 直方市入選

610077 地下道 白石 明 築上郡築上町入選

610079 新緑 木村 尚典 行橋市入選

610095 フレンド 浜田 義明 糸島市入選

610096 雪降る中 山﨑 久己 太宰府市入選

610098 輪廻転生 増田 俊次 春日市入選

610102 宿坊 岡村 みどり 糟屋郡志免町入選

610108 アントワープ駅 金子 美代子 福岡市南区入選

610110 朝光 造酒 祥子 福岡市中央区入選

610114 おひさまに 南 雄志郎 福岡市中央区入選

610116 春を呼ぶ炎 片島 京子 福岡市博多区入選

610119 祈りの梵鐘 宮地 省藏 大野城市入選

610121 オランウータンの微笑 大原 紘一 福岡市早良区入選

610126 ひとりあそび 宗 弓子 福岡市城南区入選

610128 時が流れ始まる 中牟田 晃 大牟田市入選

610131 Get! 花田 美智代 福岡市早良区入選

610133 駅舎 友杉 美恵子 福岡市中央区入選

610135 出陣じゃー 加藤 玄彰 福岡市城南区入選

610137 祭りの祝福 内山田 善二郎 柳川市入選

610140 篝火航路 高口 博文 大牟田市入選

610142 夏のスリル 野田 ｸﾘｽﾃｨﾅ 大牟田市入選

610145 おとめたちの晴れ舞台 野田 幸則 大牟田市入選

610147 見得を切る 小嶋 徳雄 朝倉市入選

610148 光景 趙 亜鳴 福岡市西区入選

610150 お参り 平澤 一 福津市入選

610151 影法師 近藤 寛治 古賀市入選

610153 瑠璃色の夜 来福 芳明 福岡市東区入選

610155 にらむ 宿里 多佳子 嘉麻市入選

610157 鏡の街 藤代 明世 古賀市入選

610158 調和 井上 憲司 北九州市門司区入選
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610161 五輪見物 大塚 紘一 古賀市入選

610167 夢ごこち 福田 美知恵 北九州市小倉北区入選

610170 霧の参道 野口 浩光 福津市入選

610173 諍い 野見山 久美 宮若市入選

610176 光とたわむれて 下村 アキヨ 古賀市入選

610178 書き初め 清原 まち子 古賀市入選

610179 少女 長田 敦子 柳川市入選

610184 ハイ、ポーズ 井口 邦雄 宗像市入選

610185 新たな世界へ旅立ち 礒部 忠義 宗像市入選

610186 千鯉乱舞す 戸田 博美 福津市入選

610187 たそがれの渚 松本 篤 宗像市入選

610190 人面花 宮園 和生 北九州市小倉北区入選

610191 農作業をする女 古賀 芳枝 北九州市八幡西区入選

610192 昭和の団地の夕ばえ 石松 政清 宗像市入選

610195 輝く時 石田 裕子 宗像市入選

610203 舞い姿 黒田 力義 北九州市戸畑区入選

610206 見守り 渡辺 秀幸 宗像市入選

610210 ガラパゴスの使者 入江 満里子 宗像市入選

610213 トライアングル 柴田 頼子 行橋市入選

610219 朝靄の飛火野 藤井 スミ子 古賀市入選

610230 いろどり 赤松 成次 直方市入選

610233 静寂 吉村 邦彦 筑紫野市入選

610236 灯火 中野 洋七 築上郡築上町入選

610239 サインをさがして 石津 陽一 福津市入選

610241 カワセミのルーティン 一松 隆治 北九州市八幡東区入選

610242 躍動 中村 幸生 福津市入選

610245 夕照 菊地 武志 北九州市八幡西区入選


