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200257 こわれそうなもの 吉田 優子 太宰府市県知事賞

200317 三年間 福光 透也 北九州市八幡西区県議会議長賞

200048 進撃のシンガプーラ 藤井 ちえ子 久留米市県教育委員会賞

200351 出逢い 大田 重信 太宰府市県美術協会賞

200145 Ｌｅａｆ＜記憶の沈着２＞ 古賀 利一 飯塚市朝日新聞社賞

200255 記憶模様ＦＫ２０１２ 前隈 清司 福岡市東区岩田屋三越賞

200486 共鳴 豊福 きみ枝 久留米市読売新聞社賞

200371 虎視眈眈 内村 延子 福岡市東区毎日新聞社賞

200011 Ｔｏｗｎ 浅井 八重子 大牟田市大牟田市長賞

200455 水門のある風景 城水 弘子 行橋市行橋市長賞

200542 風化の象（軍艦島）－Ａ 岡田 猛彦 築上郡築上町豊前市長賞

200325 浮遊 北田 美鈴 宗像市宗像市長賞

200412 天空の街 富永 幸子 福岡市東区古賀市長賞

200136 時から代へ－Ａ－ 岡田 豊子 福岡市東区宮若市長賞

200269 レクイエム 牟田 耕児 筑紫野市朝倉市長賞

200064 流動　Ｂ 今村 ミヨ子 福岡市西区福岡市教育委員会賞

200166 心に届け「愛の讃歌」 １ 浦 信義 筑紫野市福岡市教育委員会賞

200344 ブロッコリー 勝野 凖子 春日市北九州市教育委員会賞

200467 ＵＴＵＴＵ・うつつ色鉛筆 飛澤 子 田川郡川崎町福岡ユネスコ協会賞

200393 ｒｕｎ　ａｗａｙ 梅崎 そ代 福岡市博多区県文化団体連合会賞

200124 バスに乗りおくれるな！ 水田 計徳 福岡市東区福岡文化財団賞

200122 ｃｈａｎｇｅ０ 笹栗 健二朗 福岡市西区九州造形短期大学賞

200036 時空世界へのいざない 清宮 ルリ子 筑紫野市奨励賞

200217 朽ちるとも－凛として（２） 藤嶌 啓子 春日市奨励賞

200227 春煌 西澤 るみ子 北九州市小倉南区奨励賞

200001 中世ブルターニュの敎会 光安 保子 福津市入選

200004 卓上 髙田 梅香 小郡市入選

200005 ｎｏｓｔａｌｇｉａ 池田 成子 朝倉市入選

200009 街の雑貨店 島田 洋子 久留米市入選

200012 創世記（紀）（はじまり） 豊住 秀夫 大牟田市入選

200013 絢 林 一也 八女市入選

200014 対峙Ⅱ 橋本 信男 大牟田市入選

200018 語らい 草野 敏 大牟田市入選

200020 芽ばえⅠ 宍戸 節子 太宰府市入選

200022 作業船 牟田 英昭 大牟田市入選

200026 羅漢さん 鹿島 英世 筑紫郡那珂川町入選

200030 お婆ちゃんのお店 山本 義和 糟屋郡宇美町入選

200031 思い出の高架下 山本 紀久子 飯塚市入選

200033 自由気ままなゆえ忘れえし物が 佐藤 忠治 柳川市入選

200038 遊心無限 三小田 眞智子 久留米市入選

200043 静物 雨森 富士枝 八女市入選
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200044 納屋に見とれて 中村 八重子 久留米市入選

200046 「出発進行ー」 内山 枝子 久留米市入選

200049 ざわめく卓 石橋 美名子 久留米市入選

200055 美しい心 山室 美幸 北九州市八幡西区入選

200057 作品０５１０Ｓ 峯 厚 大野城市入選

200060 ｃｒａｗｆｉｓｈ 原田 郁子 福岡市中央区入選

200062 アンコール＝トム南大門 西村 俊彦 福岡市博多区入選

200068 解化－Ｂ 丹生 愛実 福岡市西区入選

200077 庭の片隅の古農具 渋田 子 古賀市入選

200080 茜色に染まる頃 豊嶋 恵子 福岡市東区入選

200083 夏木立 中野 英二 北九州市小倉北区入選

200084 届かぬ声（Ⅱ） 坂口 美代子 嘉麻市入選

200088 舞 山下 喜久恵 福岡市西区入選

200090 秋空に嶮峰聳える根子岳 松野 直彦 福岡市東区入選

200095 君といる赤の夢 堤 真奈 糸島市入選

200098 Ｔｏｆｕｒｏ－ｐａｒｋ 大串 誠寿 筑紫野市入選

200100 山沢－水の音－ 湯浅 亮子 福岡市西区入選

200102 こっち見て！ 田中 朝子 朝倉市入選

200107 陽光の慈愛・黄昏 今井 和子 宗像市入選

200108 童心Ａ 木村 勝芳 北九州市若松区入選

200111 無二線’１５　Ｎｏ．４ 和田 昭則 糸島市入選

200114 夏の材木置場 千々和 洋子 福津市入選

200116 回想（僕らのかあちゃん） 八道 充子 宗像市入選

200118 日向雨 大林 遥奈 福岡市中央区入選

200120 ママ、チューチューして 周 玲 福岡市東区入選

200125 記憶 黄 智援 福岡市東区入選

200132 石器の杜（Ⅰ） 深江 百合子 宗像市入選

200141 航跡 落合 正治 大野城市入選

200146 廃墟（軍艦島） 菅原 善則 福岡市西区入選

200147 リハビリ 永江 幸子 小郡市入選

200150 命あらば、また他日 安藤 圭汰 福岡市南区入選

200154 青春時代 伊藤 健一 福岡市中央区入選

200159 今年もありがとう 清田 弘子 北九州市八幡西区入選

200161 磨崖仏の里 松崎 正 飯塚市入選

200163 セゴビアの日々 清永 瑞枝 北九州市小倉南区入選

200168 大人が失った、子供心 德永 京子 糸島市入選

200170 鉄道ファン 那須 佐代子 田川郡川崎町入選

200171 池塘 池本 敬子 糟屋郡志免町入選

200175 輪と和と湧 松本 嘉代子 筑紫野市入選

200176 想う 大塚 直美 福岡市東区入選

200177 ないしょ話 大森 佳代 筑紫野市入選
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200181 生あるかぎり 倉 敏夫 小郡市入選

200183 韻 菊池 清子 福岡市東区入選

200184 ｍｅｍｏｒｙ 西田 国子 筑紫野市入選

200185 鮭 四海 洋子 福岡市博多区入選

200187 深海のｃｉｔｙ 松田 邦江 福岡市中央区入選

200188 南国の夕日 林田 桂子 太宰府市入選

200189 繋ぐ 末松 忠利 筑紫野市入選

200192 梅雨明け間近 力久 則子 筑紫野市入選

200194 さんぽっぽ 中島 伊津美 太宰府市入選

200198 風の想い－Ⅰ 稲永 真由美 飯塚市入選

200202 記憶・Ⅰ 中村 カシ子 福岡市西区入選

200204 甦 辻 裕子 福岡市東区入選

200208 梅雨前線 井上 ヒロ子 太宰府市入選

200218 日曜日 馬場 新二 糸島市入選

200220 雨模様（Ⅱ） 矢野 千恵 嘉麻市入選

200221 奏でる森の庭 野﨑 よし子 太宰府市入選

200222 よみがえる細胞 木戸 瞳 糸島市入選

200226 「道の駅」の景 久保地 誠市 北九州市小倉南区入選

200228 『生きる』 前田 久美子 北九州市八幡西区入選

200231 海の詩Ⅰ 津國 進 北九州市八幡東区入選

200233 春を待つ（１） 水田 登子 北九州市小倉北区入選

200234 ｌｉｖｅ ｍｙ ｏｗｎ ｌｉｆｅ  由美 福岡市博多区入選

200235 シラヒワケ 浅田 一安芸 八女市入選

200240 大地２０１５－Ｂ 吉村 和之 大野城市入選

200241 道草 溝上 正将 福岡市東区入選

200245 折々のひと 尾形 セツ子 福岡市南区入選

200248 豊饒の森 秋山 昇二 京都郡苅田町入選

200249 潮入の船溜り 長谷川 滉 京都郡苅田町入選

200258 自画像 廣戸 ありさ 太宰府市入選

200259 自画像 重光 遥香 太宰府市入選

200260 自画像 内田 貴志 太宰府市入選

200265 明日へ 平野 賢一 筑紫野市入選

200266 やっと春が来た 近藤 敏子 大川市入選

200271 ザリガニⅠ 古川 陽子 北九州市八幡西区入選

200272 砕石所にて 塚本 光洋 北九州市小倉北区入選

200274 踊り子の薔薇 八田 さおり 北九州市小倉南区入選

200279 汐のなごり 財津 由人 北九州市小倉南区入選

200281 守り抜く 板谷 勝美 北九州市小倉南区入選

200282 記憶の行方 八並 順子 京都郡苅田町入選

200286 樹木 宮原 勝則 京都郡苅田町入選

200287 Ｋｉｓｓａ・集積する記憶 友尾 由紀子 豊前市入選
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200306 日々是好日１ 佐藤 妙 北九州市小倉北区入選

200318 さき 池田 彩香 北九州市八幡西区入選

200319 ねむる 塩川 華湖 北九州市八幡西区入選

200320 裏道 末吉 美奈 北九州市八幡西区入選

200321 変わりゆく母校 石丸 圭汰 北九州市八幡西区入選

200322 通学路 楠本 紘之 北九州市八幡西区入選

200323 グレゴリオ聖歌 井上 美彌子 北九州市八幡東区入選

200324 水下休息枯蓮 大貝 勝代 北九州市戸畑区入選

200326 置き去りのこころ 大庭 廣子 北九州市若松区入選

200328 再生 深田 喜代美 宗像市入選

200329 雪解けの水 白貝 繁 北九州市小倉南区入選

200330 平和な一時を何時までも 中村 幸江 北九州市小倉南区入選

200332 ミクロの世界３ 大江 正弘 北九州市小倉南区入選

200333 既往蘇息 出光 紅美 宗像市入選

200334 生きてりゃ春は毎年来るよ 木元 美千子 行橋市入選

200336 風化 有田 真介 田川郡福智町入選

200337 祖父のいた想い出の街 平田 由紀子 福岡市早良区入選

200340 今日も良い天気！ 武藤 美保子 福岡市中央区入選

200345 在りし日のネパール 本多 洋子 糟屋郡宇美町入選

200348 いのちのカタチ 石川 由紀 福岡市南区入選

200349 ７０年間の愁い。 仲道 和仁 福岡市城南区入選

200350 咲野花 久富 菜穂子 筑紫郡那珂川町入選

200354 森の妖精 西山 七洋美 福岡市東区入選

200360 予感 樋渡 晄子 春日市入選

200361 埋れた防塁 西 信也 福岡市早良区入選

200363 意気地 中島 絢 筑紫野市入選

200365 ｓｔａｉｒｗｅｌｌ 三島 眞理 福岡市東区入選

200368 漁港の朝 有田 保夫 福岡市早良区入選

200369 ＪＡＭＢＯ 福永 真理子 福岡市南区入選

200373 ＯＮＥ　ＷＯＲＬＤ 水摩 節子 福岡市東区入選

200376 奏 内田 路恵 小郡市入選

200378 ＦＡＮＴＡＳＴＩＣ　ＷＥＡＲＳ－２ 川上 よし子 太宰府市入選

200381 湯布院、秋深し 三輪 喬一郎 春日市入選

200387 行基説法 水﨑 衣美 福岡市早良区入選

200401 すぎし日 前田 冨聡子 福岡市西区入選

200403 輪廻 藤岡 豊子 田川市入選

200404 古事記伝（太古の祭） 石川 光子 福岡市西区入選

200409 ひまわりと洋梨 岩崎 敏子 糸島市入選

200414 人とまちかど 片岡 桂子 福岡市西区入選

200417 街の風　Ⅱ 林 友子 福岡市西区入選

200418 ミス・ロンリー・ハート 大庭 幹雄 福岡市東区入選
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200421 束縛 村田 泰子 筑紫野市入選

200422 うつろふ 北園 文子 宗像市入選

200430 躍動 榊 英久 福岡市東区入選

200432 夢のあとⅡ 手嶋 陽子 飯塚市入選

200434 私は太陽 前山 勝三郎 北九州市八幡西区入選

200437 平和への願い 下田 昇 飯塚市入選

200440 闘い済んで 井上 寿子 直方市入選

200444 倭－Ⅰ 山田 正俊 中間市入選

200447 赤の記憶 森田 則子 宗像市入選

200454 稲積『とうしゃく』 安藤 安雄 京都郡みやこ町入選

200458 小樽風景Ⅰ 山路 明彦 福岡市早良区入選

200462 祭の夜 川原 由美 福津市入選

200468 枇杷の実のなる頃 金子 元義 太宰府市入選

200470 潮溜まりと少女 八尋 輝幸 宗像市入選

200471 語らい 大宅 徹 福岡市早良区入選

200472 福岡城址の小径 福本 繁晴 福岡市東区入選

200475 求菩堤雪景 木原 一郎 北九州市小倉南区入選

200479 はる 椋原 澄子 北九州市小倉南区入選

200481 短い山頂の秋 田村 丈德 北九州市八幡西区入選

200483 森閑 大塚 春之助 北九州市八幡西区入選

200489 砂塵にうまる街 下薗 美代子 北九州市小倉北区入選

200492 三連水車 石原 憲 筑紫野市入選

200498 カルナグランデの夜明け 板持 國夫 田川市入選

200499 未知との遭遇 秋吉 ヤス子 久留米市入選

200500 廃屋の烏 重冨 貞美 うきは市入選

200504 Ｔ・Ｒ（赤い大地） 八尋 保彦 久留米市入選

200505 空を仰ぐ 倉吉 明美 小郡市入選

200508 Ｌｉｖｅ　ｉｎ　え～るピア久留米 永岡 保宏 朝倉郡筑前町入選

200510 初春 野田 杉子 太宰府市入選

200514 無名桜－祈り 有田 豊信 筑紫郡那珂川町入選

200515 青い鳥 渡 恵子 太宰府市入選

200520 お買い物Ⅰ 原 久代 大野城市入選

200522 遥か彼方へ 小柳 一夫 筑紫野市入選

200525 天拝山　２ 田中 陽子 筑紫野市入選

200527 楽しいテーブルⅡ 栗岡 恭子 福岡市南区入選

200529 至福のひととき 平田 昭二 糸島市入選

200533 孟宗竹 松岡 修一 嘉麻市入選

200539 まつぼっくり 本村 純子 宗像市入選

200545 大海を知らず 宮本 亮平 北九州市小倉北区入選

200547 その薔薇は夢か現実か 宮﨑 祐紀 北九州市門司区入選

200550 パッション① 岡 滋子 春日市入選
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200554 アトリエの一隅 石田 ヒトミ 田川郡福智町入選

200558 踊る 働 淳 大牟田市入選

200561 ｈｅａｒｔ 松岡 久子 福岡市中央区入選

200563 見て！出来るよ 五郎丸 千恵子 福岡市南区入選

200564 緑のおもてなし 水﨑 孝行 福岡市西区入選

200569 トロイメライ 山口 沙織 福岡市中央区入選

200576 ようこそ 桑原 有生 筑紫郡那珂川町入選

200577 ささやかな楽しみ 石橋 啓子 福岡市西区入選


