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第77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 280 点

出品番号 賞名 題名 氏 名 市区町村名

600143 春一番 中尾 泰史 福岡市早良区福岡県知事賞

610216 氷上の激闘 松本 晴生 直方市福岡県教育委員会賞

600380 清涼 井上 眞由美 北九州市小倉北区福岡県美術協会賞

600428 ふれあい 井上 利明 八女郡広川町西日本新聞社賞

600414 晩夏の頃 神田 昭司 北九州市門司区岩田屋三越賞

610160 壮大な自然 長田 敦子 柳川市朝日新聞社賞

600096 怒り 中村 博 北九州市門司区北九州市長賞

600034 乱舞 加藤 玄彰 福岡市城南区大牟田市長賞

600095 綢繆未雨 横大路 ゆう子 福岡市中央区大川市長賞

610208 躍動 白石 明 築上郡築上町豊前市長賞

600395 ノスタルジー 井上 勝子 北九州市小倉北区中間市長賞

610194 突風 吉村 邦彦 筑紫野市小郡市長賞

600198 争奪 戸曽 美成 筑紫野市筑紫野市長賞

600141 朝陽を浴びて 村上 淳 糟屋郡篠栗町宮若市長賞

600137 渓谷を飛ぶ 平城 尚則 那珂川市那珂川市長賞

600319 仲よし 真角 伸子 北九州市戸畑区福岡市教育委員会賞

600030 笑顔満開 仁田原 加代子 北九州市小倉北区北九州市教育委員会賞

600410 親子 神田 洋子 北九州市門司区福岡県文化団体連合会賞

600368 芝桜富士の景 福島 秀和 福岡市早良区福岡文化財団賞

600264 煤落とし 中島 良子 北九州市八幡西区九州産業大学造形短期大学部賞

600300 夕闇の渓谷 絹川 政憲 小郡市協賛賞

600314 廃墟 升本 正勝 福津市協賛賞

600404 巣立つときまで 米子 久美子 北九州市小倉北区協賛賞

610038 春風のプレゼント 浜田 義明 糸島市協賛賞

610186 夕照 平良 朝子 古賀市協賛賞

600002 赤い家 桑野 満典 太宰府市入選

600003 逞しく育ってね 山崎 美知男 福岡市南区入選

600005 刹那の６６秒 定村 政裕 北九州市八幡東区入選

600007 ミサゴの狩り 村上 正和 北九州市八幡西区入選

600008 光の共演 安東 道徳 北九州市八幡西区入選

600011 遡󠄀行 飯田 清士 福岡市西区入選

600013 神事を終えて 小山田 公子 福岡市西区入選

600014 風雪に耐えて 海老原 信夫 福岡市南区入選

600017 みあれ船 吉村 彪 福岡市東区入選

600021 桜の妖精 桑原 美知子 久留米市入選

600023 宵闇の徘徊者 中島 正 久留米市入選

600024 秋たわわ 松尾 昭勝 北九州市八幡西区入選

600025 四万十の宝石箱 梅津 滋 福岡市東区入選

600031 回想 宮本 俊浩 福岡市東区入選
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600036 睡魔 中村 博文 鞍手郡小竹町入選

600039 神迎 田中 勝志 行橋市入選

600043 繚乱の水鏡 河野 修身 福岡市東区入選

600046 春爛漫 若松 安子 春日市入選

600047 二人の世界 白島 静男 福岡市東区入選

600051 光と水の二重奏 山村 勝彦 北九州市八幡西区入選

600053 我が友 岩井 祐子 福岡市東区入選

600055 祈り 篠崎 義規 福岡市中央区入選

600057 追走（シープドック） 箕田 義己 糟屋郡篠栗町入選

600058 灼熱の祈り 千種 美朗 朝倉市入選

600060 森に宿る 長末 俊樹 田川郡糸田町入選

600065 ピッカピカの一年生 古瀬 みち子 福岡市早良区入選

600066 城壁に棲む 篠原 鶴光 古賀市入選

600069 流雲 井口 裕 古賀市入選

600071 Prologue 宮原 典子 久留米市入選

600073 現る 関東 博子 福岡市南区入選

600074 着陸ＯＫ！ 濱嶋 寛和 福岡市東区入選

600076 光のシンフォニー 佐々木 一三 うきは市入選

600077 砂上のオブジェ 舎川 孝吉 うきは市入選

600078 旦過への想い 梅津 厚子 福岡市東区入選

600080 枯れ木の舞 庄島 昌登 糸島市入選

600082 ライバル 末益 利隆 朝倉市入選

600084 野生の営み 藤島 正稔 福岡市中央区入選

600092 童心に帰って 松尾 晃 福岡市南区入選

600094 瞬時の判定 山本 和弘 春日市入選

600099 ダム湖の朝 百瀬 可達 古賀市入選

600101 明日への一歩 岡 英行 太宰府市入選

600105 朝日に染まる雲海と有明海 加藤 光夫 太宰府市入選

600107 夕陽と私の道草場所 上田 學 福岡市東区入選

600108 春のオブジェ 井上 浩道 古賀市入選

600109 心に沁みる里山 川口 清志 糟屋郡篠栗町入選

600110 仲良し 塚本 保 福岡市城南区入選

600111 西表の春 真角 正孝 福岡市博多区入選

600116 出逢󠄀い 久保田 良美 太宰府市入選

600119 見つめる 藤井 利成 福岡市東区入選

600125 各々のパフォーマンス 引地 道子 福岡市早良区入選

600127 異星人 小嶋 徳雄 朝倉市入選

600131 Ａコース優勝 末松 正和 田川市入選

600138 繋ぐ 佐藤 誠一 北九州市小倉北区入選
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600139 散りて尚咲く 中尾 杏子 福岡市早良区入選

600144 ＴＨＥ・カンボジア 森﨑 てい子 福岡市城南区入選

600145 春遠し 黒水 律子 北九州市小倉南区入選

600147 夕日に遊ぶ 鹿野 隆 大牟田市入選

600149 天空の宿 山田 順造 太宰府市入選

600152 シャッターチャンス 菊地 武志 北九州市八幡西区入選

600153 躍動 中村 セツコ 北九州市八幡西区入選

600155 ハイ！ご飯ですよ。 横田 晟 福岡市城南区入選

600161 コロナの収束を願って 篠原 直美 福岡市東区入選

600162 優雅 神田 豊 糟屋郡篠栗町入選

600164 八十八夜 友野 美保子 八女市入選

600165 花筏 古場 久登 北九州市戸畑区入選

600166 初夏の星空 宮崎 登 北九州市戸畑区入選

600168 朝靄をぬけて 繁實 二臣 太宰府市入選

600172 渚を駆ける 中島 洋祐 北九州市八幡西区入選

600174 波紋 田中 雅光 八女市入選

600175 自然の厳しさ 納富 恵子 北九州市小倉南区入選

600177 雨上がり 平井 精一 福岡市中央区入選

600178 老後の楽しみ 達見 毅 中間市入選

600183 風のいたずら 平 哲幸 春日市入選

600188 北の勇者 川原 聡一 福岡市西区入選

600190 追憶 中尾 公治 北九州市八幡西区入選

600191 待ってぇ！ 吉村 まゆみ 糟屋郡篠栗町入選

600192 私の弟 吉村 哲也 糟屋郡篠栗町入選

600194 光のシャワー 山﨑 久己 太宰府市入選

600199 野焼きの残り火 山㟢 惠二 福岡市南区入選

600201 いらっしゃい！ 大塚 三保子 太宰府市入選

600204 桜花を行く 木村 哲之 福岡市西区入選

600206 夜明け前 福山 雅朝 福岡市西区入選

600209 初夏の里山 八丁 学 北九州市小倉南区入選

600210 干潟の珍客 長田 哲夫 北九州市八幡東区入選

600211 水辺に目覚める 内山 万寿夫 うきは市入選

600213 アオサギ 久松 博志 京都郡みやこ町入選

600216 姫ホタルの宿 樋󠄀口 和雄 福岡市西区入選

600221 日暮れとともに 中村 光男 久留米市入選

600229 ノスタルジア 富﨑 幹雄 筑紫野市入選

600232 ファンキー 中原 錦一 福岡市西区入選

600233 石人忿怒 越野 久男 福岡市博多区入選

600235 夕暮れの干潟 藤吉 二夫 遠賀郡遠賀町入選
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600236 くぎづけ 福田 美知恵 北九州市小倉北区入選

600237 狙う 浦塚 洋男 福岡市南区入選

600238 青春 山下 利昭 大野城市入選

600239 力水を浴びて 高木 みどり 福岡市南区入選

600241 小雨の夕暮 佐々木 秀治 福岡市東区入選

600242 鶴と梟 樋󠄀口 洋光 筑後市入選

600244 闘志全開 大石 芳子 小郡市入選

600247 棚田夕照 豊福 勝幸 福岡市中央区入選

600253 悲鳴！ 祝 シゲ江 糟屋郡須恵町入選

600259 秋の空 朝部 信義 北九州市小倉北区入選

600262 森の舞踏会 朝部 美恵子 北九州市小倉北区入選

600263 静寂と舞踊 高田 征志郎 久留米市入選

600272 初冬の朝 鹿田 東男 筑紫野市入選

600274 晩秋 平石 勝之 大野城市入選

600275 おーい！こっちこっち。 江口 智子 福岡市南区入選

600276 あまのじゃく 船戸 純子 福岡市西区入選

600278 近くて遠い時 小賦 光良 福岡市城南区入選

600280 母帰還 林 利弘 直方市入選

600284 幽玄の美 山田 純子 福岡市南区入選

600285 並木道 山田 勝征 福岡市南区入選

600287 岩峰の秋 片小田 秀幸 大野城市入選

600289 里山に舞う 林 淳子 北九州市門司区入選

600290 朝日と天空の雲 市下 幹雄 朝倉郡筑前町入選

600293 真愛に誓って 小西 静子 北九州市八幡西区入選

600295 銘月・彼岸花そして久大線 松竹 則之 うきは市入選

600298 明鏡止水 稲富 裕一 久留米市入選

600306 望郷 仲西 聖子 糟屋郡篠栗町入選

600307 it's cool 門谷 小夜美 糟屋郡志免町入選

600312 僕の住む保戸島 松山 明子 福岡市南区入選

600315 夏の昼下がり 松尾 純子 福岡市城南区入選

600322 春の夢 岩谷 文勝 北九州市小倉南区入選

600324 春陽 花田 美智代 福岡市早良区入選

600325 心通う瞬間 原口 利夫 久留米市入選

600327 夜を溶かす炎 星原 昭一 北九州市小倉北区入選

600328 人馬一体（御田祭） 因 久 糟屋郡粕屋町入選

600330 妖美 鶴田 直敏 古賀市入選

600331 対峙の刻 髙栁 典子 福岡市東区入選

600332 雨降りのとき 中村 直之 太宰府市入選

600334 陶酔 河野 通明 みやま市入選
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600335 一本道 吉塚 勇雄 糸島市入選

600339 戯れ 髙橋 和男 福岡市南区入選

600341 ゲット 林 博 北九州市小倉北区入選

600343 祈り 福井 茂光 福岡市城南区入選

600349 時を巡る車輪 南 順子 福岡市西区入選

600350 残照 林 隆市 糸島市入選

600356 海鷹魚捕獲之図 松田 綱男 福岡市南区入選

600358 新しい仲間 能間 幸子 北九州市八幡西区入選

600359 鬼会 沖永 稜彦 北九州市八幡西区入選

600363 シャッター街の追憶 髙田 尚雄 北九州市八幡東区入選

600364 揺らめきの中で 堀内 雅之 北九州市若松区入選

600366 郷愁のローカル 田中 雅治 久留米市入選

600371 歳月は心に流れても 藤井 司 北九州市戸畑区入選

600372 煌めき 黒田 力義 北九州市戸畑区入選

600375 幻想 松田 博文 京都郡苅田町入選

600378 スマイル 鳥越 英次郎 久留米市入選

600385 夕映え 佐藤 成則 北九州市小倉北区入選

600386 そば畑のファンタジー 下迫田 芙美子 北九州市小倉北区入選

600388 炎の番人 中島 俊治 太宰府市入選

600391 紅彩 永野 修身 北九州市小倉南区入選

600392 氷神 藤井 政勝 朝倉市入選

600397 雨あがり 阿部 鳩枝 北九州市戸畑区入選

600399 a night life 王 李珍 福岡市南区入選

600401 秘めやかに咲く花 吉富 定 北九州市小倉北区入選

600406 ファミリー 水島 智子 北九州市小倉南区入選

600409 翡翠の宝石 笠 龍介 久留米市入選

600411 天まで届け 岡崎 ロレッタ 福岡市中央区入選

600412 ノスタルジー 永冨 律好 北九州市八幡西区入選

600413 暮れ行く渚 高重 シノブ 春日市入選

600417 見つめて 和田 敏枝 宮若市入選

600421 魔界の夜 森田 朋子 北九州市小倉北区入選

600422 宇宙船「きぼう」命中 右田 稔 糸島市入選

600426 隊列組んで 白水 正代 春日市入選

600434 幼鳥 橋爪 征夫 八女市入選

600435 霜の造形 久間 久幸 みやま市入選

600437 遊泳 馬場 康 筑後市入選

600440 秘密 伊藤 美穂子 糟屋郡粕屋町入選

600446 魚くん 田路 幸男 大野城市入選

600447 ウクライナに生まれて 平田 俊 福岡市中央区入選
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600448 鍛錬 大脇 洋彦 福岡市博多区入選

610002 盆綱曳きの日 塚本 昭夫 大牟田市入選

610005 のぞいてみてごらん 野田 幸則 大牟田市入選

610007 絆 浦田 碩也 大牟田市入選

610009 寒夜狩人 高口 博文 大牟田市入選

610011 星生山瞬景 大西 秀治 福岡市西区入選

610013 静寂 野﨑 征紀 福岡市城南区入選

610015 めざせ！大リーガー！！ 岡村 みどり 糟屋郡志免町入選

610017 映像 金子 春光 福岡市南区入選

610018 麦秋 都地 正範 福岡市東区入選

610020 くまもんキック 片島 京子 福岡市博多区入選

610025 フィナーレ（野焼き） 藤野 圭一郎 大野城市入選

610029 蒼穹の麒麟 大原 紘一 福岡市早良区入選

610031 終焉 宗 弓子 福岡市城南区入選

610033 蒼の世界 友杉 美恵子 福岡市中央区入選

610037 希望の春 増田 俊次 春日市入選

610040 ボスは俺だ 河村 稔 福岡市中央区入選

610047 コイのからさわぎ 河島 登美子 福岡市東区入選

610049 育児休暇 永田 薫 福岡市東区入選

610050 知らんぷり 江口 高治 福岡市南区入選

610061 ヘンゼルとグレーテル 緒方 理加 行橋市入選

610062 対峙 柿原 健二 宮若市入選

610063 親子 佐々木 紀生 鞍手郡小竹町入選

610064 威風堂々 才所 裕 北九州市八幡西区入選

610065 秋映 森 ふさ恵 北九州市戸畑区入選

610066 雲海 米澤 文恵 北九州市小倉北区入選

610070 無我夢中 横田 廣隆 直方市入選

610073 秋のトリコロール 森 秀雄 直方市入選

610074 雨あがり 永富 治子 嘉麻市入選

610075 万燈の夕べ 立野 光次 田川市入選

610077 み空を仰ぐ 野北 泰司 田川郡添田町入選

610080 天空の塩田マラス　ペルー 成瀬 市 田川郡香春町入選

610081 牧場の友 小路 延幸 嘉麻市入選

610083 ジャンプ 水野 磨智子 豊前市入選

610088 湖畔の宿 清田 豊城 豊前市入選

610090 幸運のルリモン 西谷 正己 直方市入選

610095 男衆の熱気 矢野 皓庸 宗像市入選

610104 ワァ・どげんかして！ 宮園 和生 北九州市小倉北区入選

610119 残雪の尾根 土岐 和子 古賀市入選
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610120 感激の森 松島 郁子 北九州市門司区入選

610121 渓流の宝石 吉浦 明信 北九州市若松区入選

610124 光跡 白石 淳二 田川市入選

610125 夏の思い出 伊藤 有幸 福岡市東区入選

610131 春光 亀田 清 築上郡築上町入選

610132 鼻白粉の少女 原 結子 宗像市入選

610133 水上の舞 野見山 久美 宮若市入選

610134 金彩の池 村上 篤司 宗像市入選

610137 One,Two,Three　我が村人 趙 亜鳴 福岡市西区入選

610140 ナチュラルフェイス 野口 浩光 福津市入選

610150 コロナ禍の狭間に呑んで 髙田 浩 福津市入選

610155 夕照の刻 矢次 小絵子 北九州市八幡西区入選

610158 地球はアート 赤松 成次 直方市入選

610163 朝の不動池 奈良 秀光 福岡市中央区入選

610167 水鏡 古賀 芳枝 北九州市八幡西区入選

610169 花を食す 平山 一夫 古賀市入選

610171 雨あがりに映える 浅川 武夫 古賀市入選

610177 家路 中野 洋七 築上郡築上町入選

610182 威嚇 廣渡 富士雄 宗像市入選

610183 寒波の贈り物 津田 勉久 北九州市八幡西区入選

610190 3つのお願い 柴田 頼子 行橋市入選

610192 餌󠄀を求めて 入江 満里子 宗像市入選

610196 どうしたの 白石 郁子 行橋市入選

610199 光と遊ぶ 宮田 昌子 古賀市入選

610201 目力 和田 厚子 行橋市入選

610203 幽湖 小野 碧 築上郡築上町入選

610204 雫 北山 明博 行橋市入選

610206 自由なひととき 柏木 昌弘 行橋市入選

610207 不獲なり 馬場 愛一郎 京都郡みやこ町入選

610210 朝日に輝く 城水 勝 行橋市入選

610211 狭霧にアサギマダラ 水上 智昭 北九州市小倉南区入選

610213 眼力 三木 麗子 行橋市入選

610218 天空の舞 白川 勉 京都郡みやこ町入選

610219 群生 永岡 寿彦 行橋市入選

610221 何想ふ 安達 和佳 京都郡苅田町入選

610224 夕日 木村 正憲 築上郡築上町入選

610225 大物ゲット 野正 等 行橋市入選

610230 冬の浜 乾 節子 北九州市門司区入選

610231 おっ！相棒 久野 清隆 宮若市入選
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610234 雪日 上山 千鶴子 北九州市戸畑区入選

610235 水鏡 深田 睦子 北九州市小倉南区入選

610237 威厳 山口 キミヨ 福岡市城南区入選

610238 僕のふうせん 近藤 ゆかり 古賀市入選

610239 光の向こう側 澄川 禮子 福岡市南区入選

610243 棚田の揃いぶみ 川波 義和 朝倉郡筑前町入選

610251 反映 宮崎 恵子 福岡市中央区入選


