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第77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 97 点

出品番号 賞名 題名 氏 名 市区町村名

700144 飛べ！オオスカシバ 長嶺 沙紀 宗像市福岡県知事賞

700008 せいめい 母袋 匡吾 春日市福岡県教育委員会賞

700156 経験 神川 祐夢 太宰府市福岡県美術協会賞

700181 大切なもの　a pencil 中村 美香 福岡市南区西日本新聞社賞

700063 誰にも言えない大切なもの 佐村 晴斗 北九州市小倉北区岩田屋三越賞

700174 命を纏う 松原 さ和 太宰府市福岡県文化団体連合会賞

700191 感情 福田 綾夏 北九州市八幡東区福岡文化財団賞

700193 かなでる 佐藤 寛子 大野城市九州産業大学造形短期大学部賞

700019 地球のバランス 大塚 羽未 北九州市八幡西区協賛賞

700032 かけがえのないもの 佐々木 洸 北九州市若松区協賛賞

700164 昇華 田中 慎也 太宰府市協賛賞

700001 「大切なもの」 天野 ゆみ 福岡市西区入選

700002 昔を今に　なすよしもがな 飯森 桂子 飯塚市入選

700003 郷土玩具 平位 章子 筑紫野市入選

700004 May　I　help you 小山 とも子 糟屋郡須恵町入選

700005 みんな違ってみんないい 小山 とも子 糟屋郡須恵町入選

700006 たんぽぽの話 末松 正和 田川市入選

700007 群衆（祈り） 田代 聡史 福岡市東区入選

700011 一番大切なもの 久方 哲典 北九州市若松区入選

700013 たいせつなもの 井上 果織 福岡市南区入選

700014 言の葉 松尾 貴代美 福岡市博多区入選

700016 一人ではできないこと 中川 飛鳥 北九州市八幡西区入選

700017 大切な命 山口 瑞綺 北九州市八幡西区入選

700018 砂漠な乾燥肌 鈴木 葵 北九州市八幡西区入選

700020 水に染まる 三上 遥 大牟田市入選

700021 水に沈む 三上 遥 大牟田市入選

700024 十人十色 岩崎 ひより 北九州市小倉北区入選

700026 家族 岡部 羽華 北九州市小倉南区入選

700027 one step 川内 七星 北九州市門司区入選

700029 平穏な日常 近藤 晶 北九州市若松区入選

700031 目に見えないもの 坂本 未遥 北九州市小倉南区入選

700033 心 陣原 琉斗 北九州市若松区入選

700035 僕の大切なもの 團上 采花 北九州市八幡西区入選

700038 私の思い出展覧会 中野 雅歌 北九州市小倉南区入選

700040 世界平和 野口 桃花 北九州市小倉南区入選

700041 ひとつだけの命 福田 優聖 北九州市八幡東区入選

700042 大切な思い出 藤尾 颯 北九州市門司区入選

700047 大切な心 間野 愛衣子 北九州市小倉南区入選

700049 ひとりひとり 有光 美羽 北九州市小倉北区入選
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700050 想像力 石田 萌々華 北九州市八幡西区入選

700051 記憶 兎洞 結佳 遠賀郡水巻町入選

700052 ぼくのたからもの 梅田 楓夏 北九州市小倉南区入選

700054 パパの宝 川崎 杏子 北九州市小倉南区入選

700057 個性と多様性 藏本 琉那 北九州市小倉北区入選

700061 自分の意思で選択すること 坂田 莉音 北九州市小倉北区入選

700066 時間を大切に 武安 桃佳 北九州市小倉南区入選

700069 喪失感 前田 瑞穂 北九州市小倉北区入選

700073 自己顕示欲 森川 銀次郎 北九州市小倉北区入選

700075 愛されている私 横山 遼 北九州市門司区入選

700077 “One Health” 福岡宣言 平山 律子 大牟田市入選

700078 The Way 廣田 るりか 北九州市小倉南区入選

700083 素顔 花田 零也 福岡市博多区入選

700085 不思議の国のお茶会 岡田 亜虹 福岡市東区入選

700092 感情 中村 凜 福岡市南区入選

700102 ぷりんあらもーど 有馬 菜友 福岡市博多区入選

700104 無題 和田 朋笑 福岡市東区入選

700107 無題 下川 恭平 久留米市入選

700127 星 坂口 奈央 糟屋郡宇美町入選

700137 まどろみばけーしょん 池田 光 筑紫野市入選

700138 蛙操縦型機械人形 本村 喜佳 福岡市南区入選

700139 期待 廣門 悟士 北九州市八幡西区入選

700140 ニューポップ！ 本多 愛美 北九州市小倉南区入選

700143 血管 西田 由紀 福岡市早良区入選

700147 黒い羊 田鍋 千尋 太宰府市入選

700149 このまま 矢ヶ部 りさ 太宰府市入選

700150 中身は 山野 羽奏 太宰府市入選

700151 錯覚 長家 莉穂 太宰府市入選

700152 ｃｈａｎｇｅ 向井 美空 太宰府市入選

700153 Ｎｏ ｗａｒ 北川 葵 太宰府市入選

700154 記憶 庄林 泉 太宰府市入選

700155 気づいて 山本 知歩 太宰府市入選

700158 凡脳性転向反応 島津 里咲 太宰府市入選

700159 What do you want? 安藤 里緒菜 太宰府市入選

700160 絞める依存性 山下 愛乃 太宰府市入選

700162 大人になりたくない 岡本 心陽 太宰府市入選

700163 go to work 松石 歩乃歌 太宰府市入選

700166 他人 山口 留奈 太宰府市入選

700167 犠牲 溝田 珠優 太宰府市入選
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700168 ９分の１ 安井 愛華 太宰府市入選

700169 理性を介して 大澤 美月 太宰府市入選

700171 Blind faith 金井 沙梨奈 太宰府市入選

700172 内包 田中 藍衣 太宰府市入選

700173 ＴＩＭＥ 蒲池 愛莉 太宰府市入選

700177 万謝 藤野 愛也 太宰府市入選

700178 おしゃべりしよう 北野 光子 福岡市博多区入選

700179 平和－沈黙の百合 中村 悟 久留米市入選

700180 murasaki 中冨 敦史 福岡市東区入選

700182 大切なものがあるしあわせ 南 亜富 福岡市東区入選

700183 これは私たちの大切な海？ 竹村 さくら 福岡市東区入選

700184 これは私たちの大切な海？ 竹村 さくら 福岡市東区入選

700185 戸畑祇園 石田 力大 北九州市小倉北区入選

700186 Net Voyne! 石田 力大 北九州市小倉北区入選

700187 想像力 中山 遥稀 那珂川市入選

700188 見えるものと見えないもの 濱野 未結 福岡市博多区入選

700189 孤高 栁 はるか 糟屋郡志免町入選

700190 助けて仏さま 三谷 麻衣 福岡市城南区入選

700192 君との時間が始まる 佐藤 寛子 大野城市入選


