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100070 寸景 金光 陽子 福岡市早良区県知事賞

100038 ぐるぐる 石井 清子 北九州市小倉南区県教育委員会賞

100076 パティオの昼下り 毛利 章子 福岡市早良区県美術協会賞

100077 通い道 仁久丸 順子 行橋市朝日新聞社賞

100001 午後のモン・サンミッシェル 上村 恵子 大牟田市岩田屋三越賞

100002 ＯＬＤ　ＢＯＹ 小柳 規久絵 大牟田市県文化団体連合会賞

100080 祖父が愛した書斎 井上 教子 福岡市西区福岡文化財団賞

100003 窯出し 藤吉 美保子 大牟田市九州造形短期大学賞

100022 希望 藤本 杏子 福岡市中央区奨励賞

100004 森の主 田中 千鶴 大牟田市入選

100006 献花＜蓮＞ 束田 久美子 大牟田市入選

100009 白い窓辺 古賀 靖子 福岡市城南区入選

100010 たい 原田 政光 福岡市東区入選

100015 梅雨晴れ 堺 瑞穂 糟屋郡新宮町入選

100016 舟屋の町 香野 文男 北九州市八幡西区入選

100017 崖 中川原 信子 古賀市入選

100019 ヨーイドン！ 深澤 知子 福岡市南区入選

100020 暮れゆく雨 小方 一憲 宗像市入選

100021 命継ぐ 松永 憲博 糟屋郡新宮町入選

100023 南天燭 白倉 美智子 大野城市入選

100024 ささやき　はばたき 近藤 如子 福岡市城南区入選

100025 秋の老櫻 磯野 泰雄 福岡市中央区入選

100026 村から村へ（ネパール） 岡 ヤス子 福岡市東区入選

100030 和み 佐藤 里佳 太宰府市入選

100031 夢間金魚鉢 前田 千乃 太宰府市入選

100032 しあわせ 渡辺 知聡 太宰府市入選

100033 前兆 馬渕 瑞菜 太宰府市入選

100034 思惑 前田 珠希 太宰府市入選

100035 心根 井手 美里 太宰府市入選

100036 投影 泉 茉優子 太宰府市入選

100039 古木の力 福島 厚夫 北九州市八幡西区入選

100040 鼓動 佐藤 和美 北九州市小倉北区入選

100042 ‘つつむ’ 大塚 真住 筑紫野市入選

100043 白い椅子 藤田 康子 福岡市博多区入選

100044 慈恩の滝 髙須賀 秀高 飯塚市入選

100045 雨上り 浅草 晴代 北九州市八幡西区入選

100046 たゆたう 藤 多代子 糟屋郡篠栗町入選

100047 なを凜 井口 節子 福岡市東区入選

100048 めぐみ 今長谷 照子 糟屋郡篠栗町入選

100049 くれなずむ 木村 よし子 糟屋郡新宮町入選

100050 閉ざされた窓（宮原坑跡） 川上 斎子 福岡市中央区入選
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100051 静謐 北里 富江 北九州市八幡西区入選

100052 彼岸 古城 悦子 北九州市八幡東区入選

100053 遥かなる 土井 幾代 北九州市八幡西区入選

100054 共生 石橋 尚子 北九州市八幡東区入選

100056 花八手 山田 眞子 北九州市小倉南区入選

100057 雪影 山口 裕子 筑紫野市入選

100058 宵 本郷 蓉子 糟屋郡粕屋町入選

100059 葉牡丹 森田 和子 朝倉市入選

100061 木漏れ日 鈴木 弘子 北九州市門司区入選

100062 生きる 伊東 千代 北九州市若松区入選

100063 道 東 直子 北九州市小倉南区入選

100064 朝霧 大渕 孔遠 糟屋郡須惠町入選

100068 可憐な想い出 長谷野 清光 福津市入選

100069 想 藤戸 有美 福岡市中央区入選

100071 装い 松尾 紀子 福岡市博多区入選

100072 ガラスのむこう側 織田 美紀 福岡市西区入選

100073 翠花想 五十嵐 弓子 福岡市東区入選

100074 ＳＯＵＬ 小田 一吉 福岡市西区入選

100075 水のゆりかご 奥 ゆう子 田川郡添田町入選

100078 水宿る 下村 勝 福岡市東区入選

100081 春をあおぐ 髙木 恒俊 福岡市中央区入選

100082 めぐる 川越 八千代 福岡市南区入選

100083 線路 橋本 弘之 福岡市西区入選

100085 山梔子 立木 美江 福岡市西区入選


