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700083 ３平 井手 葉子 福岡市東区県知事賞

700142 ちょっとちがうだけ 深堀 由美子 福岡市早良区県教育委員会賞

700017 家族 岩井 柾子 福岡市博多区県美術協会賞

700173 化石にするな平和の祈り 増本 大二郎 福岡市城南区朝日新聞社賞

700071 私たちの平和とは… 古田 満帆 福岡市博多区岩田屋三越賞

700152 Ｄｉｓｔａｎｃｅ 横山 淳平 糟屋郡粕屋町県文化団体連合会賞

700197 ｌｉｆｅ 垣外 波瑠香 柳川市福岡文化財団賞

700007 奇危怪壊 上床 加奈 福岡市中央区九州造形短期大学賞

700192 口笛吹けた、今日は愉快だ 市丸 美波子 久留米市奨励賞

700008 神様のいうとおり 秋澤 ゆずか 福岡市博多区入選

700010 らしさ 高倉 あかり 福岡市博多区入選

700011 今だからＰＥＡＣＥ！ 原野 恭子 福岡市東区入選

700012 ワレワレハチキュウジンダ 浜武 武士 久留米市入選

700018 言論の自由 満永 美月 福岡市博多区入選

700029 人はヒトを傷つける。 中沢 梨絵 北九州市八幡西区入選

700034 地球温暖化 德永 恭平 北九州市小倉北区入選

700035 成長する日本 福間 彩未 北九州市小倉北区入選

700051 この瞬間だからＰＥＡＣＥ 福本 翼 中間市入選

700052 原爆ドームはなにを思う 道辻 琢也 中間市入選

700054 油断大敵 矢野 しのぶ 北九州市小倉北区入選

700060 戦争と平和 堺 柊人 北九州市若松区入選

700064 武装した平和 吉川 真優実 北九州市八幡東区入選

700066 平和の鳥 林 巧未 北九州市若松区入選

700069 Ａ　Ｐｕｄｄｌｅ 副島 智美 福岡市城南区入選

700073 境界 下田 萌恵 太宰府市入選

700074 おいしいキノコのレシピ森 長谷川 綾 田川市入選

700075 ワタシタチハキノコデス。 長谷川 綾 田川市入選

700079 ほんとうに、どうしよう 園 こうじろう 田川市入選

700081 般若波羅密多心経 三木 潔 福岡市博多区入選

700082 変える自由　帰る自由 久保 恵 福岡市西区入選

700084 Ｙｏｕ Ｃａｎ Ｄｏ ｉｔ！ 藤好 倫太郎 太宰府市入選

700086 原子力と向き合う 立石 桃太郎 太宰府市入選

700088 負けられない戦い 池嵜 莉緒 太宰府市入選

700091 愛と平和と 鶴田 羽南 太宰府市入選

700092 大紀行 中村 大輝 太宰府市入選

700094 誰だって愛されたい。 田中 杏奈 太宰府市入選

700096 陰口 浦田 歩実 太宰府市入選

700098 長湯に注意 塩塚 綾花 太宰府市入選

700100 孤島 原田 かりん 太宰府市入選

700104 ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ 松藤 由華 太宰府市入選

700108 性を超えて 太田 楓乃 太宰府市入選
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700116 ＨＯＷ　ＬＯＮＧ 永留 圭 太宰府市入選

700117 世界平等 次 瑠南 太宰府市入選

700118 Ⅰ ａｍ ｈｕｎｇｒｙ 満園 花連 太宰府市入選

700121 本の虫 杉野 睦季 福岡市東区入選

700124 今だからＰＥＡＣＥ！ 庄篭 美千代 福岡市東区入選

700125 根気スイッチどこにある？ 石田 麻理子 北九州市八幡西区入選

700126 態度を見直せよ！ 白石 彩 北九州市八幡西区入選

700128 電車内での迷惑行為 矢野 麗桜華 北九州市八幡西区入選

700129 いただきます 佐々木 美緒 福岡市西区入選

700131 change it 伊東 克起 北九州市小倉北区入選

700132 お母さんのから揚げ 佐々木 果鈴 北九州市小倉北区入選

700134 私のＰｅａｃｅ 柴田 彩加 北九州市小倉北区入選

700137 ＳＬＥＥＰ　ＰＥＡＣＥ 村岡 佳名子 北九州市小倉北区入選

700139 脳内扉 市丸 里早 福岡市西区入選

700140 しちふく 吉村 祐二 福岡市南区入選

700144 黎明 白木 加奈 小郡市入選

700145 Ｌｉｅ　Ｌｉｆｅ 弓指 智明 北九州市小倉南区入選

700148 笑顔の花束 荒木 希代 福岡市中央区入選

700149 タイの王宮 山口 健太郎 大野城市入選

700151 ひかりのＫＡＺＥ 宮秋 美保子 北九州市小倉南区入選

700154 国境なんて、いらない。天 幸尾 裕太 福岡市西区入選

700155 国境なんて、いらない。地 幸尾 裕太 福岡市西区入選

700156 見えているのは平和な空か 田中 喜久子 小郡市入選

700157 夏が来た 河上 弘樹 福岡市東区入選

700158 ＳＴＯＰ！ニセ電話詐欺 大串 誠寿 筑紫野市入選

700159 誰が書いたの？ 柳瀬 夏海 福岡市中央区入選

700160 ｒｅｐｅａｔ 藤田 公一 福岡市東区入選

700163 「歴史認識の溝を埋めて」 中西 弘之 糸島市入選

700170 龍の巣 荒木 恵里花 北九州市小倉北区入選

700172 こんな平和で良いのか 増本 大二郎 福岡市城南区入選

700174 ｐｅａｃｅ 川浪 ひかり 福岡市博多区入選

700176 日本の平和 張 超 福岡市中央区入選

700178 ぼくのわたしの心の闇 髙山 春花 福岡市南区入選

700181 紅鯨 宇土 有樹 福岡市中央区入選

700184 水は平和のものさし 広渡 千春 福岡市東区入選

700185 ＹＯＵ ＭＡＹ ＤＲＥＡＭ 石田 力大 北九州市小倉北区入選

700186 Ｒ・Ｉ・Ｐ 石田 力大 北九州市小倉北区入選

700188 ＰＥＡＣＥ・錆た地球 西村 裕文 小郡市入選

700190 Ｍａｄｅ Ｉｎ Ｙｏｕ 本田 剣斗 福岡市東区入選

700193 ａｆｔｅｒ ｂｅｆｏｒｅ 山根 修平 北九州市小倉北区入選

700194 Ｌａｎｄ 田 スンヒョク 福岡市東区入選
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700195 ＤＯＯＲ 枦山 鈴加 福岡市東区入選

700196 雨あがる 藤村 朱華 直方市入選

700198 ｌｉｆｅ 垣外 波瑠香 柳川市入選


