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第77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 113 点

出品番号 賞名 題名 氏 名 市区町村名

400090 静かな時間 橋口 万智子 福岡市早良区福岡県知事賞

400097 青釉掛分線文鉢 鹿島 朝子 福岡市西区福岡県教育委員会賞

400154 時の舟 阿部 範子 福岡市中央区福岡県美術協会賞

400128 織部壺 松川 利勝 太宰府市西日本新聞社賞

400141 見告げるヒトビト 岩本 依留羽 福岡市東区西日本新聞社賞

400146 手紡双糸小倉織帯「連峰」 花田 眞理子 北九州市八幡西区岩田屋三越賞

400020 花籃「希望」 出雲 昭徳 糸島市朝日新聞社賞

400037 静穏 土田 昭子 久留米市久留米市長賞

400064 昇炎 深町 淳 筑後市筑後市長賞

400125 祈り～花の力をかりて～ 堀川 優子 福岡市西区糸島市長賞

400082 赤彩象嵌壺 太田 義八 朝倉郡東峰村福岡県文化団体連合会賞

400142 紫乃 田中 美佐代 筑紫野市福岡文化財団賞

400039 黄釉掛分鉢「いちょう」 池田 美佐子 福岡市早良区九州産業大学造形短期大学部賞

400130 宙の渦動輪－スパイラル 中村 ツトミ 福岡市博多区特別奨励賞

400100 ＨＡＰＰＹ ＲＥＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮＳ 山本 由美子 飯塚市協賛賞

400001 叩き灰釉鉄釉流し壺 結城 一臣 福津市入選

400003 紬織着物｢野原の詩｣ 金﨑 浩子 北九州市八幡西区入選

400004 華 橋本 良子 久留米市入選

400005 油山散策 吉浦 基紀 福岡市南区入選

400007 窯変裂文壺 佐々木 康治 遠賀郡岡垣町入選

400008 象嵌蓼文器 帖佐 孝一 糟屋郡篠栗町入選

400009 鉄釉千文鉢 野村 恵津子 福岡市西区入選

400010 黒龍の壺 松本 哲 太宰府市入選

400011 花籃 『翔』 山口 龍造 太宰府市入選

400012 「永久の契り」 篠田 紀代子 朝倉市入選

400013 くれなずむ 占部 民子 太宰府市入選

400014 不協和音 島田 玲子 福津市入選

400015 ゆかた帯「爽和」 橋口 恵美 福岡市早良区入選

400016 蝶紋陶筥 西村 康志 行橋市入選

400019 瀟洒 森田 京子 大野城市入選

400021 面取焼締花器 近藤 太紀 筑後市入選

400022 絣組皿 近藤 光男 筑後市入選

400023 麻紋象嵌壺 藤岡 初代 太宰府市入選

400024 四角で色遊び 斉藤 慶子 北九州市門司区入選

400025 象嵌線文壺 佐藤 美津子 行橋市入選

400027 稲穂にゆれて 有吉 トモ子 太宰府市入選

400028 花鳥紋陶筥 小金丸 美知子 福岡市中央区入選

400029 火男（ひょっとこ）花器 九十九 信秀 行橋市入選

400030 うみつき 古屋 千代子 福岡市南区入選
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400031 練込み市松模様角皿 森田 至栄 北九州市八幡西区入選

400032 Here Comes The Sun 内田 裕子 田川郡添田町入選

400034 祝福 寺井 栄江 直方市入選

400035 気吹 岩隈 可純 糟屋郡新宮町入選

400036 緑青磁花器 湯浅 芳和 八女市入選

400038 花文練上皿 笹野 新 福岡市早良区入選

400040 晩秋の恵み 桑原 修 福岡市中央区入選

400042 耳付き花器「貴婦人」 村瀬 紘一 糟屋郡篠栗町入選

400044 旅の思い出・錦帯橋 篠﨑 春雄 福津市入選

400045 藁灰釉花器 水本 勉 古賀市入選

400046 花散らしの雨 中尾 典子 糟屋郡篠栗町入選

400047 三葉花器 大見 一敏 豊前市入選

400049 白釉流掛花筒 黒土 勇 糟屋郡久山町入選

400050 切り絵・まつり唐津くんち 山田 幸治 大野城市入選

400051 蛍手風金平糖柄蓋付壺 藤原 美幸 小郡市入選

400052 ピースフラワーⅠ 倉冨 政憲 うきは市入選

400053 夜明けの峰と池 田端 和夫 福岡市城南区入選

400054 落葉 大谷 雅志 春日市入選

400056 王者 井本 時善 北九州市八幡西区入選

400059 静寂 藤本 渚 北九州市八幡西区入選

400061 レガシー（未来につなぐ） 原田 尚徳 福岡市西区入選

400062 灰釉彫文壷 大歯 俊子 春日市入選

400063 線刻松灰釉組皿 榎本 敬子 宗像市入選

400065 暁天 深町 淳 筑後市入選

400066 友禅　山桜 小味山 絵里 福岡市西区入選

400068 草木染手織紬「夏木立」 石田 真里恵 福岡市東区入選

400069 明日へ 松村 直保子 直方市入選

400072 一葉観音 吉澤 武 福岡市西区入選

400073 黒釉碧線文壺 吉村 修一 福岡市中央区入選

400078 I like spring 中村 菜々 太宰府市入選

400079 梅雨の癒やし 永田 瑞歩 太宰府市入選

400080 明鏡止水 御手洗 飛文 太宰府市入選

400081 和合 佐藤 加代子 筑紫野市入選

400084 七宝透銅化釉水指 亀井 久彰 福岡市早良区入選

400086 憧憬 宗和 彩芽 飯塚市入選

400088 黒宝珠 小代 文明 宗像市入選

400091 受難 江藤 一成 糟屋郡須恵町入選

400092 富貴花 又丸 喜美子 福津市入選

400093 万葉の風 小嶋 慎二 福岡市東区入選
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400094 黙示録より 長谷川 康行 糟屋郡新宮町入選

400095 黒釉線文花器 平野 利光 太宰府市入選

400098 空と海 須谷 信弘 宗像市入選

400099 森の風 澁田 博 宗像市入選

400101 志賀島に想う 今林 久 福岡市東区入選

400102 黒潮 髙木 やよい 福岡市西区入選

400103 ハーモニー 森山 清香 福岡市東区入選

400105 春の野草 吉本 雅彦 福岡市東区入選

400107 ウッドウォールアート彩り 岩口 明生 春日市入選

400108 鈴形壺 中野 英明 福岡市早良区入選

400110 太宰府天満宮楼門 梅野 春幸 大野城市入選

400111 おもいでの庭 財津 和加子 福岡市博多区入選

400112 桜～緑陰の親子 竹田津 惠子 北九州市小倉北区入選

400113 波－Ｉｔｏｓhｉｍａ 山路 眞理子 福岡市早良区入選

400116 始まりの音Ⅱ火の音水の音 福榮 徳子 大野城市入選

400117 太陽航路 堺 みな 福岡市東区入選

400118 緋襷銀彩平皿 原崎 純一 糟屋郡篠栗町入選

400119 鉄釉窯変花器「岩峰」 冨永 幸雄 福岡市早良区入選

400123 黒い楕円 佐藤 孝 太宰府市入選

400124 菊～第二の人生～ 堀川 優子 福岡市西区入選

400126 ウクライナの空の下で 篠崎 みどり 嘉麻市入選

400127 織部彫紋壺 五嶋 健 行橋市入選

400131 手紡双糸小倉織帯「夢心」 喜洲 朋子 北九州市小倉北区入選

400132 手紡双糸小倉織帯「雪花」 野代 和子 北九州市小倉南区入選

400133 象嵌あじさい 太田 伸男 北九州市小倉北区入選

400134 遊ぶピエロ 森 加代子 宗像市入選

400135 散歩 溝田 亮子 福岡市南区入選

400136 朱雀 玉井 敏之 行橋市入選

400138 咲凪 藤井 信也 福岡市東区入選

400140 白釉鉢 桑野 孝則 田川郡福智町入選

400144 灰釉大つぼ 髙野 一 糟屋郡篠栗町入選

400145 昭和浪漫 安部 栄子 北九州市門司区入選

400147 茄子のファンタジー 藤本 サチ子 田川市入選

400151 縄文の森～グレートマザー 田中 恵理子 福岡市西区入選

400152 麻縮着物「春の萌し」 小御門 敏江 遠賀郡岡垣町入選


