
第 7２回福岡県美術展覧会 

 

工芸 部門 

 

入賞・入選者 

 

 

県知事賞 泥彩綾杉文鉢 佐藤 宰治 

 

 

 

 

 

福岡県美術展覧会実行委員会 



第72回　福岡県美術展覧会　入賞・入選者一覧

部門 工芸 入賞・入選点数 119 点

出品番号 賞名 題名 氏 名 市区町村名

400012 泥彩綾杉文鉢 佐藤 宰治 嘉麻市県知事賞

400136 小倉織帯「ある朝」 内山 啓大 北九州市八幡東区県教育委員会賞

400067 月白釉輪花大鉢 眞田 裕大 北九州市小倉北区県美術協会賞

400044 花器五曜（Ｃａｓｓｉｏｐｅｉａ） 松生 順 福岡市西区朝日新聞社賞

400184 よろこび 蓮井 ひろ 福岡市城南区岩田屋三越賞

400160 鉄釉線紋鉢 花井 健太 朝倉郡東峰村西日本新聞社賞

400019 花籃・弧集『ＴＵＤＯＩ』 山口 太宰府市筑後市長賞

400089 「ＨＥＩＡＮ」 滝口 宗像市宗像市長賞

400109 蕣 椿原 和 太宰府市うきは市長賞

400193 一息 小野 香澄 福岡市東区県文化団体連合会賞

400196 小倉織絣入「夜桜」 遠藤 聡子 北九州市八幡西区福岡文化財団賞

400140 布目鉢 小野 加世 遠賀郡岡垣町九州造形短期大学賞

400192 寿賀 清島 順子 福岡市南区特別奨励賞

400091 秋の舞い 德永 武洋 朝倉市奨励賞

400002 泥彩半月文花器 森田 順四郎 田川郡香春町入選

400003 幾可文鉢 佐々木 康治 遠賀郡岡垣町入選

400004 思ひ葉 松藤 博機 行橋市入選

400005 能古巴紋銅鑼鉢 鷲尾 光紀 福岡市東区入選

400007 草花たちの競演 水﨑 幸子 福岡市西区入選

400014 宇宙の彼方 坂本 千佐子 太宰府市入選

400015 薫風 浮橋 美保子 糸島市入選

400017 威風凜然 平野 利光 太宰府市入選

400020 手紡双糸小倉帯「夏日に輝く」 金﨑 浩子 北九州市八幡西区入選

400023 絣組皿 近藤 光男 筑後市入選

400024 余韻 樋口 カヅヱ 福岡市中央区入選

400030 上弦の月 川上 福岡市博多区入選

400033 祭人（大阪・天神祭） 山田 幸治 大野城市入選

400038 雪　霏々と（Ｇ０５５） 光安 章利 筑紫野市入選

400039 垂水の上のさわらび 藤田 奈穂美 朝倉市入選

400040 鉄釉線文鉢 宗岡 熙 遠賀郡岡垣町入選

400041 旅の思い出雪の白川郷３ 篠﨑 春雄 福津市入選

400045 深夜の誘惑 安部 栄子 北九州市門司区入選

400047 陽春 辻 リツコ 久留米市入選

400049 大地の変動 川口 哲也 太宰府市入選

400054 備前火襷炭化焼・秋恋草 加藤 貞夫 糸島市入選

400056 朴訥 久保 迪子 糟屋郡新宮町入選

400057 水面の月 池田 美佐子 福岡市早良区入選

400059 咲 星谷 暁子 福岡市中央区入選

400060 灰釉と鉄釉流し壺（夢路） 結城 一臣 福津市入選
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400063 織部黒彩壺 末次 忠 大野城市入選

400064 藍染点描深鉢 木下 和幸 京都郡苅田町入選

400065 一輪 牛田 恵美子 福岡市早良区入選

400066 緑青瓷大壺 眞田 裕大 北九州市小倉北区入選

400069 紋様角皿 森田 至栄 北九州市八幡西区入選

400070 山稜 山口 とし子 太宰府市入選

400071 晩秋 山口 聰男 太宰府市入選

400073 泥彩線文壷 実政 勝己 田川市入選

400076 黒釉鉢「満天の星」 鹿島 朝子 福岡市西区入選

400080 波紋壺 楢原 房子 行橋市入選

400082 花園 藤岡 初代 太宰府市入選

400083 若田石硯 小島 博幸 朝倉郡筑前町入選

400085 夢の中へ 松浦 るつ子 宗像市入選

400086 上野峡 平奈 初枝 北九州市八幡東区入選

400088 こもっていた 吉中 美遥 筑紫野市入選

400090 ＳＴＲＥＡＭⅡ 占部 民子 太宰府市入選

400092 なみ 能隅 厚生 北九州市八幡西区入選

400094 相容れない。 北村 芳美 太宰府市入選

400095 連続 小畑 徹 太宰府市入選

400098 満ちる 白木 愛華 太宰府市入選

400099 花籠　鼓動 隈 博實 北九州市八幡東区入選

400101 松籟 佐藤 孝 太宰府市入選

400102 灰釉菊花紋組皿 大歯 俊子 春日市入選

400104 花柄の少女 平川 ひかる 太宰府市入選

400106 美しいものほど毒がある 田渕 梨沙 太宰府市入選

400108 翠 鶴田 羽南 太宰府市入選

400110 雨かしら 吉塚 勝典 太宰府市入選

400118 鉄釉壺９ 吉村 修一 福岡市中央区入選

400122 ＰＬＡＮＴ 下里 貞子 福岡市西区入選

400123 われもの注意 松村 圭剛 福岡市早良区入選

400125 渦Ⅱ 堀脇 醇 北九州市小倉南区入選

400128 方 鎌土 未羽 北九州市小倉南区入選

400130 萌芽－２ 赤時 惠 遠賀郡岡垣町入選

400133 焼締め深鉢 長谷川 康行 糟屋郡新宮町入選

400135 セピアに生きるクレマチス 堀川 優子 福岡市西区入選

400142 至福の時 坂本 加壽子 福岡市城南区入選

400143 包紙紋花包に雌雄蝶壁掛 田中 祥允 筑紫郡那珂川町入選

400145 釉彩刻文角皿 山﨑 由里香 北九州市小倉南区入選

400147 夜の水面 小代 文明 宗像市入選
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400148 朝ぼらけ 根津 恒夫 行橋市入選

400149 伊羅保抜絵数珠玉文花器 直野 由利子 遠賀郡水巻町入選

400150 抜絵八ッ手紋器 木原 恭子 遠賀郡水巻町入選

400151 水のある風景 余公 多寿子 大野城市入選

400152 化粧土掛分鉢 有島 聡浩 福岡市城南区入選

400153 黒釉花器 小見 昭雄 行橋市入選

400154 鉄釉掛分け鉢 桑野 孝則 田川郡福智町入選

400155 掛分皿３枚 田丸 美智代 田川郡福智町入選

400158 実り 内田 有美 福岡市中央区入選

400164 白線四方皿 野村 恵津子 福岡市西区入選

400165 象嵌彩華深鉢 村門 睦見 田川市入選

400171 月光 上田 耕一 飯塚市入選

400172 陽向 山本 温子 太宰府市入選

400174 処暑の残光 髙木 やよい 福岡市西区入選

400175 炭化刻文花器 岡田 都 田川市入選

400176 かすみ 近藤 啓子 北九州市八幡西区入選

400177 暁志野茶碗 横山 松興 糟屋郡新宮町入選

400179 裂文花生 糸山 輝美 福岡市城南区入選

400182 流れる<Ⅱ> 波多江 里枝 糸島市入選

400183 釉彩絵組皿 秦 由喜 北九州市若松区入選

400185 風に乗る 山路 眞理子 福岡市早良区入選

400187 焼締線刻金彩組皿 原崎 純一 糟屋郡篠栗町入選

400188 命 江藤 眞理子 北九州市八幡西区入選

400189 黎明の政～多利思北孤～ 田中 恵理子 福岡市西区入選

400191 大地の息吹 松村 直保子 直方市入選

400194 拠 能瀬 弓佳 宗像市入選

400197 花のギター 森 加代子 宗像市入選

400198 静寂の中で 松尾 悠 大野城市入選

400199 母の椅子Ⅱ 川口 乃 田川郡大任町入選

400200 黒天目釉彩秋ぶどう文Ⅳ 樋口 源一 福岡市南区入選

400202 朝ぼらけ 中村 康代 福岡市東区入選

400203 佐賀錦袋「若葉のころ」 岩本 千加子 筑紫野市入選

400206 Ｌｅ Ｇｏｕｒｍｅｔ Ｎａｔｈａｓｈａ Ｐａｉｎｔｅｒ 太宰府市入選

400207 灰釉君影草文花器 持山 縁 遠賀郡岡垣町入選

400208 蔓草文花器 末松 敏弘 飯塚市入選

400210 水は方円の器に随う 堤 亮一 福岡市東区入選

400211 神立 石上 洋明 福岡市東区入選

400213 赤漆輪花盛器 松永 慎一郎 福岡市南区入選

400215 筑前生絹帯「尊」 荒木 希代 福岡市中央区入選
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400216 抜絵櫟文皿 松島 峰子 北九州市若松区入選

400218 葡萄葛 阿部 範子 福岡市中央区入選


