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400076 白磁艶消彫組鉢 鹿谷 敏文 福岡市南区県知事賞

400016 －乱－ 元岡 徳代 福岡市西区県教育委員会賞

400087 博多織総二重浮「蜻蛉」 岡部 由紀子 筑紫郡那珂川町県美術協会賞

400003 庭の片隅で 梅田 盾子 宗像市朝日新聞社賞

400221 地を這う者の夢 西原 佑騎 糸島市岩田屋三越賞

400158 花籠　瑞雲 隈 博實 北九州市八幡東区西日本新聞社賞

400215 秋を待つ 石田 哲志 福津市福津市長賞

400023 大地の怒り 髙尾 八重子 小郡市うきは市長賞

400033 泥彩綾杉文鉢 佐藤 宰治 嘉麻市嘉麻市長賞

400174 うれしいー 二田 ウメ代 太宰府市県文化団体連合会賞

400180 夏の夜 荒木 希代 福岡市中央区福岡文化財団賞

400190 織姫 山本 温子 太宰府市九州造形短期大学賞

400067 伊羅保抜絵数珠玉文皿 直野 由利子 遠賀郡水巻町特別奨励賞

400093 夜の静と動 松本 久子 大野城市奨励賞

400004 白釉還元線条文花器 村瀬 紘一 糟屋郡篠栗町入選

400008 熱い男達（岡山・西大寺） 山田 幸治 大野城市入選

400009 鉄釉幾何学文鉢 佐々木 康治 遠賀郡岡垣町入選

400011 碧 白井 偉之 北九州市小倉南区入選

400013 瓷 奥村 笙矢 北九州市小倉南区入選

400014 鉄釉線文壷 藤高 玲 福岡市早良区入選

400015 雨がやんで 香野 芳子 北九州市八幡西区入選

400020 ひし文様花器 松藤 博機 行橋市入選

400024 飴釉桧垣紋壺 牛田 恵美子 福岡市早良区入選

400027 鉄釉壺４「四心」 吉村 修一 福岡市中央区入選

400031 緋襷焼締布目平皿 原崎 純一 糟屋郡篠栗町入選

400034 里山春秋 木原 子 宗像市入選

400035 早朝の輝き 佐藤 美津子 行橋市入選

400037 辰砂釉花器 千手 忠男 行橋市入選

400039 波濤 楢原 房子 行橋市入選

400040 かくれんぼ 蓮井 ひろ 福岡市城南区入選

400042 さくら桜 樋口 カヅヱ 福岡市中央区入選

400044 私のピタゴラス 藤岡 初代 太宰府市入選

400046 飛翔 齋藤 眞佐子 宮若市入選

400048 群游 神尾 和子 福岡市東区入選

400050 鉄釉と灰釉の壺（里山） 結城 一臣 福津市入選

400054 郷 清島 順子 福岡市南区入選

400056 閃光 副田 朱實 福岡市南区入選

400060 紬織着物「Ｈａｎａ」 金﨑 浩子 北九州市八幡西区入選

400061 君色 堤 慎一郎 福岡市南区入選

400062 禾目天目線文鉢 宗岡 熙 遠賀郡岡垣町入選

400064 欅刳貫盛器「弧月叢雲」 山本 敬史 筑紫野市入選
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400065 夏彩 山口 聰男 太宰府市入選

400066 眺望 山口 とし子 太宰府市入選

400068 桜文鉢 木原 恭子 遠賀郡水巻町入選

400071 結～ゆい～ 風間 澄江 京都郡苅田町入選

400077 黄磁彫蓋物 鹿谷 敏文 福岡市南区入選

400081 黒天目秋ぶどう葉脈文Ⅵ 樋口 源一 福岡市南区入選

400083 鉄釉線文深鉢 実政 勝己 田川市入選

400084 矢筈編花篭 山口 造 太宰府市入選

400091 炭化象嵌花器 芳川 京子 田川郡大任町入選

400096 優しい音 波多江 里枝 糸島市入選

400097 炭火焼締（梅雨の半月） 黒土 勇 糟屋郡久山町入選

400098 二彩裂文壷 糸山 輝美 福岡市城南区入選

400100 Ｄｅｎｂｅｒａｚｉ Ｎａｔｈａｓｈａ Ｐａｉｎｔｅｒ 太宰府市入選

400103 白釉布目蝶文大皿 小野 加世 遠賀郡岡垣町入選

400104 竹灯り 岩田 節子 福岡市東区入選

400105 ｌｉｖｅ！ 光延 咲良 太宰府市入選

400106 花器 白木 愛華 太宰府市入選

400112 イキル。 和仁 ひかり 太宰府市入選

400113 Ａ ｈａｎｄ ｏｆ ｃｌｏｃｋ 森山 勝太 太宰府市入選

400114 ＷＡＶＥＬＬＩＴＥ 井原 ひかる 太宰府市入選

400115 軌跡 北村 芳美 太宰府市入選

400116 梟 大原 佑介 太宰府市入選

400117 青にさそわれて 諸岡 珠永 太宰府市入選

400118 涼味 椿原 和 太宰府市入選

400119 りんご 黒田 妃登 太宰府市入選

400120 朝焼け 久保 李緒 太宰府市入選

400121 岳径 大歯 俊子 春日市入選

400126 灰釉鎬手組皿 岩下 節子 古賀市入選

400127 マイ・フェア・レディ 篠崎 みどり 嘉麻市入選

400131 流文鉢 浮橋 美保子 糸島市入選

400132 蔓草文花器 末松 敏弘 飯塚市入選

400134 砂のセレナーデ 松尾 行洋 みやま市入選

400135 初夏の渓流 重野 トキヱ 福岡市早良区入選

400140 淡緑青瓷壺 眞田 裕大 北九州市小倉北区入選

400143 佐賀錦数珠入れ「禱り」 岩本 千加子 筑紫野市入選

400144 Ｆｌｏｗｅｒ Ｐｌａｎｅｔ 下里 貞子 福岡市西区入選

400147 道 永田 知子 北九州市八幡西区入選

400148 灯火 是木 麻佑 北九州市八幡西区入選

400149 駅 城本 紀美代 福岡市中央区入選

400150 織部布文鉢 松川 利勝 太宰府市入選

400155 スウィング 一尾 弘子 直方市入選
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400156 花火 深堀 由美子 福岡市早良区入選

400157 幾何学文花器 植村 順一 京都郡苅田町入選

400160 陽炎 松岡 謙二 福岡市博多区入選

400161 心へ奏でる 松尾 悠 大野城市入選

400162 月の光 明正寺 久恵 福岡市中央区入選

400163 Ｔｈｅ　ｂｌｕｅ　ｐｌａｎｅｔ 古野 由美子 福岡市南区入選

400164 春うらゝ 辻 リツコ 久留米市入選

400165 陽刻紋花器「滄玉」 山﨑 由里香 北九州市小倉南区入選

400167 飛翔 小代 文明 宗像市入選

400168 裂紋壺 川上 子 福岡市博多区入選

400169 山法師～夜明け 山路 眞理子 福岡市早良区入選

400170 立香炉 秦 由喜 北九州市若松区入選

400171 梅花の頃 德永 武洋 朝倉市入選

400172 星雲 原田 孝一 北九州市小倉南区入選

400175 微睡 堺 叔代 福津市入選

400176 月明り 三木 紀明 行橋市入選

400177 朝ぼらけ 根津 恒夫 行橋市入選

400178 窯変草文花器 持山 縁 遠賀郡岡垣町入選

400179 漏斗 吉中 美遥 筑紫野市入選

400181 若田石硯 小島 博幸 朝倉郡筑前町入選

400182 鉄釉線文鉢「流星Ⅱ」 鹿島 朝子 福岡市西区入選

400186 緑釉飛びカンナ深鉢 金子 士郎 飯塚市入選

400191 春の足音 松村 直保子 直方市入選

400193 黒南風 馬場 惠子 福岡市早良区入選

400194 山帰来文大皿 松島 峰子 北九州市若松区入選

400195 扁壺花入れ3点組 沓脱 正次 糟屋郡粕屋町入選

400196 禾目釉掛分鉢 桑野 孝則 田川郡福智町入選

400197 掛分皿6枚 田丸 美智代 田川郡福智町入選

400198 実りの大地 川口 哲也 太宰府市入選

400200 草木染紬着尺＜小鮒草＞ 長谷川 夕美子 福岡市南区入選

400203 黒釉花弁鉢 小見 昭雄 行橋市入選

400205 残夏 中村 康代 福岡市東区入選

400206 鉄釉線紋鉢 花井 健太 朝倉郡東峰村入選

400208 希望への道 広渡 千春 福岡市東区入選

400212 黒釉鉢 大津 博文 福岡市東区入選

400214 秋祭り（長崎くんちより） 野田 祐輔 福岡市東区入選

400219 舞へ舞へ蝸牛 田中 恵理子 福岡市西区入選

400223 時計草のつぶやき～感謝～ 堀川 優子 福岡市西区入選

400225 まっとうと 阿部 範子 福岡市中央区入選


