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第76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

700016 想い出ヶ丘一丁目 宮内 萌衣 太宰府市福岡県知事賞

700033 動く太陽光発電ソラミ～ロ 小山 とも子 糟屋郡須恵町福岡県教育委員会賞

700050 助けなきゃ！ 湯浅 亮子 福岡市西区福岡県美術協会賞

700115 diary 2020 中村 美香 福岡市南区福岡県美術協会創立80周年記念賞

700044 変わらないもの 小野 多世子 大野城市西日本新聞社賞

700097 月が昇る 山内 雅希 行橋市岩田屋三越賞

700110 傷 田中 彩香 大牟田市福岡県文化団体連合会賞

700111 柳川さげもの雛祭りⅠ 小田 妙子 福津市福岡文化財団賞

700114 いつ捨てる？ 間 明日香 福岡市東区九州産業大学造形短期大学部賞

700105 Form change 松原 憂奈 北九州市門司区協賛賞

700116 おうち時間　マスク時間 山根 修平 北九州市小倉北区協賛賞

700003 水と共に生きる 平位 章子 筑紫野市入選

700004 七転八起 本村 結 太宰府市入選

700006 地球のためにも 松本 ふたば 太宰府市入選

700008 大きいものは美しい 眞壁 萌那 太宰府市入選

700009 YOUR NORMAL 原口 小英菜 太宰府市入選

700011 Eat us 中野 友七 太宰府市入選

700013 なぜ、さしたの。 佐藤 彩里 太宰府市入選

700014 By our hands. 近藤 優羽 太宰府市入選

700015 Do you want to eat? 岡本 心陽 太宰府市入選

700017 エラー・エラー・エラー… 松石 歩乃歌 太宰府市入選

700018 犠牲 田中 慎也 太宰府市入選

700021 千種万様 稲冨 萌 太宰府市入選

700022 Are you swallowed? 塩川 絢香 太宰府市入選

700025 手洗いで、守る 川口 莉奈 糟屋郡粕屋町入選

700026 勝利の旗 丸中 幸太郎 北九州市八幡西区入選

700027 僕のお家はどこ？ 関本 あみる 北九州市八幡西区入選

700028 お気をつけください 久保 凜 北九州市八幡西区入選

700029 これが未来の農業 三角 いおり 北九州市八幡西区入選

700032 豊穣の女神 髙橋 悦子 北九州市門司区入選

700034 宇宙ゴミ回収機クリン２号 小山 とも子 糟屋郡須恵町入選

700036 不老不死 樋󠄀口 陽菜 福岡市早良区入選

700037 ＣＨＡＮＧＥ 山﨑 詩織 福岡市城南区入選

700041 少女 木暮 寛羽 筑紫野市入選

700046 下を見ようよ 母袋 匡吾 春日市入選

700048 南風彩色 園 こうじろう 田川市入選

700049 きずな 末松 正和 田川市入選

700051 New Normalを生きる 石田 力大 北九州市小倉北区入選

700052 additional time 石田 力大 北九州市小倉北区入選
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700053 Change－植物の多様性 平山 律子 大牟田市入選

700054 温暖化と天変地異で消滅！ 久方 哲典 北九州市若松区入選

700055 new mine 浅野 陽香 北九州市小倉南区入選

700056 コンフォータブル　タイム 有光 美羽 北九州市小倉北区入選

700058 かわるもの。 兎洞 結佳 遠賀郡水巻町入選

700059 happy go lucky 梅田 楓夏 北九州市小倉南区入選

700061 異色 川崎 杏子 北九州市小倉南区入選

700063 あの夏をもう一度 北原 楓望 北九州市八幡西区入選

700064 Communication by Phone 藏本 琉那 北九州市小倉北区入選

700065 チェン爺 黒田 玲央 北九州市八幡西区入選

700066 地球 桑野 楓 北九州市小倉北区入選

700067 状態変化 駒谷 周平 京都郡苅田町入選

700068 Change others 坂田 莉音 北九州市小倉北区入選

700075 春夏秋冬 中塚 優人 北九州市小倉北区入選

700076 逢魔時 前田 瑞穂 北九州市小倉北区入選

700077 メイク 牧瀬 咲良 北九州市門司区入選

700078 結婚と転機 松谷 海哉 北九州市小倉北区入選

700079 Juncture 向井 さつき 北九州市小倉北区入選

700080 進化の変化 森川 銀次郎 北九州市小倉北区入選

700082 取り替える 横山 遼 北九州市門司区入選

700085 環境問題 金山 愛里 北九州市小倉北区入選

700087 Demand 佐々木 雅海 北九州市小倉北区入選

700089 History of Japanese fashion 竹下 いづみ 北九州市小倉北区入選

700094 アイを知って 中本 子薫 行橋市入選

700095 人と物の変化 永冨 友基 北九州市八幡西区入選

700099 過去に負けない 吉元 さやか 北九州市小倉北区入選

700100 CHANGE 若山 真央 豊前市入選

700103 変わってしまったけれど 井口 若巳 遠賀郡遠賀町入選

700104 未来を変える選択肢 野村 里紗 中間市入選

700106 Re: 渡邉 翔太 北九州市小倉北区入選

700109 ベンチとすべりだい 白土 茉奈実 飯塚市入選

700112 柳川さげもの雛祭りⅡ 小田 妙子 福津市入選

700113 進華 竹村 さくら 福岡市東区入選

700117 cha 山根 修平 北九州市小倉北区入選

700120 四季の詩・漱石句より 小野 公平 福岡市中央区入選

700121 summer vacation 中村 瞳子 八女郡広川町入選


