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810069 杜少陵詩 龍 英臣 大川市県知事賞

980008 袁宏道詩 平松 政子 北九州市若松区朝日新聞社賞

850044 王士禛詩 古賀 早智子 大野城市岩田屋三越賞

940001 魏都賦一首 佐藤 千代美 柳川市柳川市長賞

920041 岑文本詩 中島 舞子 八女郡広川町八女市長賞

920031 曹植詩 八山 香代子 久留米市大川市長賞

830010 七言律詩 陣内 あけみ 北九州市若松区中間市長賞

920025 寒山詩 福元 幸子 太宰府市太宰府市長賞

800090 無題 田原春 修一 北九州市小倉北区嘉麻市長賞

810052 李太白詩 園田 恵利子 みやま市みやま市長賞

840086 湖上口號 原 正人 福岡市城南区糸島市長賞

890007 王建詩 井上 絵理 久留米市福岡市教育委員会賞

920045 杜甫之詩 下川 香代子 筑後市福岡市教育委員会賞

800071 陸游詩 山方 朝子 福岡市西区北九州市教育委員会賞

850016 白居易の詩 板戸 みのぶ 行橋市北九州市教育委員会賞

890005 李白詩 今里 英代 八女郡広川町県文化団体連合会賞

850048 明月 添島 浩 大野城市九州造形短期大学賞

800015 陳邦瞻詩 川上 晃 福岡市早良区奨励賞

820003 道 迎 由美子 福岡市西区奨励賞

830025 賀蘭暹詩 吉兼 法子 行橋市奨励賞

850012 袁宏道詩 白川 あすか 北九州市小倉北区奨励賞

920073 李太白詩四首 樋口 美智子 久留米市奨励賞

980013 元好問詩 堀江 輝子 遠賀郡芦屋町奨励賞

800004 林鴻之詩 北島 美知子 福岡市早良区入選

800005 張鳳翥詩 山下 ひろみ 糸島市入選

800006 双鷺図 伊藤 隆子 太宰府市入選

800008 紫藤　菅原道真詩 新谷 富美代 北九州市門司区入選

800010 鄭作詩 木村 朋子 古賀市入選

800019 九日 本村 清香 大牟田市入選

800023 望海寺喜晴 原田 則子 福岡市中央区入選

800025 徳雲菴にて暁起す 前田 裕子 飯塚市入選

800027 大風江を渡る 小副川 明子 福岡市早良区入選

800028 晩晴 中野 順子 鞍手郡鞍手町入選

800040 岑参詩 白石 しのぶ 福岡市東区入選

800046 蘇軾詩 金森 葉子 糸島市入選

800048 高適詩 山下 久子 糸島市入選

800050 黄庭堅詩 森園 しのぶ 糸島市入選

800052 李白の詩 野田 恵里子 福岡市東区入選

800054 晩次薌溪 宇都宮 律子 田川市入選
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800055 黄淳耀詩 三苫 生子 福岡市早良区入選

800056 杜甫詩 村尾 和子 福岡市早良区入選

800057 杜甫詩 佐口 淳子 福岡市東区入選

800058 趙嘏詩 一ノ瀬 愷子 福岡市西区入選

800065 雪浪詩 村井 典子 福岡市南区入選

800066 漢詩二首 東條 幸枝 福岡市早良区入選

800068 梅堯臣詩 富松 靖美 福岡市早良区入選

800069 陳萬言詩 濵﨑 隆代 福岡市西区入選

800075 秋思 岩佐 優 福岡市中央区入選

800077 寂寂 吉永 千寿子 田川郡香春町入選

800078 蘇侍御頌 陶山 紀美子 福岡市城南区入選

800081 白楽天詩 小川 惠美耶 福岡市西区入選

800084 客中秋夜 黒木 悦子 福岡市中央区入選

800085 査慎行詩二首 阿部 鉄子 福岡市早良区入選

800086 王漁洋の詩 藤本 貴子 福岡市西区入選

800087 野望 伊藤 俊彦 福岡市早良区入選

800088 李太白詩 相園 キヌヱ 福岡市早良区入選

800089 隠處 小野 香世子 古賀市入選

800094 雨静 津留 信代 春日市入選

800096 李白詩 久富 由紀 飯塚市入選

800106 山行 鬼塚 光子 糟屋郡粕屋町入選

800108 鮮 松田 航太 福岡市早良区入選

800116 朱鶴齢詩 古川 登代子 大野城市入選

800119 李長吉歌詩（李賀） 井上 一好 福岡市西区入選

800120 漢江 大神 悦子 福岡市早良区入選

800129 登秦嶺 半田 格 糟屋郡須惠町入選

800132 懺 石橋 朋弥 福岡市城南区入選

800134 四海 宮田 凌雅 福岡市博多区入選

800136 寒山詩 宮川 晶子 筑紫郡那珂川町入選

800140 落日 讃井 恵実 小郡市入選

800141 杜甫詩 平山 次子 小郡市入選

800142 江亭 悦子 朝倉郡筑前町入選

800143 杜甫詩 田中 安子 三井郡大刀洗町入選

800144 王紱詩 豊福 利枝子 久留米市入選

800155 紅衣 岩隈 教子 糟屋郡篠栗町入選

800156 故郷 古﨑 順子 糟屋郡宇美町入選

800159 龍田の山 田原 万輝 福岡市東区入選

800162 夏 貞松 紘乃 福岡市東区入選

800165 日暮れ 錦見 葵 福岡市東区入選
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800166 春霞 堺 美優 福岡市東区入選

800167 灼然 堀切 菜奈世 福岡市東区入選

800170 杜甫詩 春香 福岡市南区入選

800171 英姿颯爽 中山 道則 福岡市東区入選

810001 開先漱玉亭 豊田 和子 久留米市入選

810002 杜甫詩 田中 宏美 福岡市南区入選

810009 夜別韋司士得城字 副枝 啓子 小郡市入選

810011 張問陶詩 山中 照光 福岡市城南区入選

810014 梅堯臣詩 加藤 広子 行橋市入選

810015 陳與義詩 西村 陽子 福津市入選

810019 左思詩 友延 直子 福岡市南区入選

810020 詠懐 宮崎 香津子 福岡市東区入選

810025 秋日江居寫懐七首其四 井上 美津子 田川郡川崎町入選

810026 華陽巾 許斐 絢子 福岡市中央区入選

810027 萬葉歌三首 北﨑 信子 福岡市東区入選

810030 過李揖宅 戸田 洋子 北九州市八幡西区入選

810031 劉基詩 江崎 公徳 柳川市入選

810034 西湖 天野 咲江 福岡市早良区入選

810040 古八変歌 徳久 和子 福岡市東区入選

810041 秋登宣城謝朓北樓　李白詩 白野 いずみ 北九州市門司区入選

810045 漳津夕眺 岡崎 昌子 北九州市小倉南区入選

810048 李賀詩 吉見 尚子 福岡市早良区入選

810049 秋江 長 安繁 福岡市西区入選

810051 高青邱詩 合原 テル子 久留米市入選

810053 許渾詩 小山 道子 福岡市早良区入選

810059 白楽天詩 岡 絹子 福岡市西区入選

810060 送沈仁甫帰省二章 久保田 美鈴 福岡市南区入選

810064 客舎遣懐 藤井 れい子 福岡市南区入選

810065 雑詩其四 田村 ゆり 北九州市若松区入選

810068 前川 美代子 筑紫野市入選

810070 山行雑咏 古賀 一子 筑後市入選

810074 李白詩 新宅 リツ子 福岡市早良区入選

810075 秋柳四首其一 安永 紀子 北九州市八幡西区入選

810076 王昌齢の詩 本村 妙子 春日市入選

810080 謝縉詩 白木 さなえ 福岡市西区入選

810083 千字文 江川 コズヱ 北九州市小倉南区入選

810085 允禧詩 三原 千代香 福岡市中央区入選

810086 夏日雜興 戸田 亜里 北九州市八幡西区入選

810087 李賀詩 舟越 信子 糟屋郡粕屋町入選
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810090 李奇玉詩 一ノ瀨 ゆう子 福岡市中央区入選

810091 姚鼐詩 山本 信子 福岡市中央区入選

810094 簡舒古廉 森下 和子 福岡市西区入選

810133 九日龍山の飲 福川 正二 鞍手郡小竹町入選

820001 蘇平詩 松本 勢津子 福岡市南区入選

820002 花 古木 壽勝 宗像市入選

820004 湖中対酒作唐張謂の詩 脇山 佳子 太宰府市入選

820006 杜甫詩 西村 幸枝 糟屋郡粕屋町入選

820009 明月 江田 感 福岡市南区入選

820013 有懐 柴田 琢実 糟屋郡篠栗町入選

820019 袁桷詩 石橋 恵子 筑紫野市入選

820024 過枝江縣 石橋 しげ子 春日市入選

820027 呉蘭雪詩「明月の誘い」 山路 由美子 福岡市南区入選

820028 万葉歌 川本 雅子 福岡市中央区入選

820029 峨眉山月歌 中村 和生 久留米市入選

820035 谿の晩涼 有田 武 大牟田市入選

830005 劉崧の詩二首 渡辺 準一 中間市入選

830006 古戌 岡部 里美 中間市入選

830007 五言律詩二首 小田原 千代子 北九州市八幡西区入選

830009 五言律詩二首 加来 良子 北九州市若松区入選

830013 陳輔之詩 立石 寿子 北九州市若松区入選

830014 王文治の詩 小出水 恵利奈 遠賀郡水巻町入選

830017 新たに東園にぼくす 上岡 紀子 行橋市入選

830018 高青邱詩 金子 千春 田川郡香春町入選

830019 游三門山 村上 早苗 京都郡みやこ町入選

830021 漢詩 加来 智恵美 行橋市入選

830023 中村 映子 行橋市入選

830024 菅原文時の詩 中嶋 哲子 築上郡築上町入選

830028 李白詩 福永 佳衣 北九州市若松区入選

830029 陸游詩 林 亜希子 北九州市若松区入選

830030 王文治詩 永松 茂奈乃 北九州市若松区入選

830031 王穀原詩 松尾 瑳美子 北九州市八幡西区入選

840003 杜甫詩 北原 祐也 福岡市中央区入選

840006 西風 光瀬 千騎 福岡市東区入選

840007 温潤而澤 増岡 潤 福岡市東区入選

840012 錢起詩 花田 陽子 宗像市入選

840014 風 栗塚 智子 福岡市城南区入選

840015 花 濵町 美栄 福岡市南区入選

840016 過高郵 荒牧 ゆう子 福岡市南区入選
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840017 天風 池田 真悠子 福岡市中央区入選

840018 月下對酒 星子 美恵子 福岡市中央区入選

840019 照月夜 田代 紀代美 福岡市早良区入選

840022 萬葉集 野村 惠子 福津市入選

840023 逢入京使 平田 理江 宗像市入選

840024 万葉歌 池浦 美穂子 福津市入選

840026 東流 上田 誠二 福岡市博多区入選

840027 高樓夾清 二神 彰太 福岡市南区入選

840028 鏡吹 松本 弘 福岡市博多区入選

840031 宋禧の詩 井上 歌奈 福岡市中央区入選

840032 夜深の潮 山浦 美智香 福岡市中央区入選

840034 良寛のうた 蔦本 美和子 福岡市早良区入選

840037 玉手次 八尋 熊徳 福岡市東区入選

840041 澠池道中 栄 優華 福岡市城南区入選

840046 滄海 満生 憲親 糟屋郡新宮町入選

840047 温故知新 東 真須美 田川郡福智町入選

840049 教 古川 広一 宗像市入選

840050 万葉歌 宮木 満黄門 福津市入選

840052 陶淵明詩 柴田 福岡市東区入選

840054 杜甫詩二題 増木 喜久代 福津市入選

840057 冷泉亭 井本 イフ子 豊前市入選

840058 金花橋道中作 山口 勲 豊前市入選

840059 万葉歌 水早 利子 福岡市中央区入選

840087 秋殘 榊 晴海 糟屋郡粕屋町入選

850001 杜甫詩 大塚 順子 北九州市小倉北区入選

850002 王維詩 石山 千夏 北九州市若松区入選

850003 孟浩然之詩 乙藤 愛子 福津市入選

850005 楊憑詩 梅田 雅子 行橋市入選

850006 高青邱詩 安藤 哲郎 北九州市門司区入選

850007 李夢陽詩 橋本 妙子 北九州市若松区入選

850009 李商隠詩 神坂 清子 筑紫野市入選

850014 高青邱詩 岩本 真由子 北九州市門司区入選

850015 杜牧詩 松浦 まゆみ 糟屋郡粕屋町入選

850017 杜甫詩 田中 喜代子 北九州市若松区入選

850018 杜甫之詩 永峰 彩 北九州市若松区入選

850019 月圓 高橋 正貴 福岡市南区入選

850021 盧綸の詩 園田 ゆかり 行橋市入選

850022 李商隠詩 中西 惠子 北九州市若松区入選

850024 王維詩 近藤 順子 福岡市南区入選
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850026 元稹詩 岡田 妙子 行橋市入選

850027 王維詩 城戸 富枝 北九州市若松区入選

850030 高青邱詩 水魚谷 智子 北九州市門司区入選

850032 王維詩 大谷 登美子 北九州市小倉北区入選

850033 權徳輿詩 寺山 博子 北九州市八幡西区入選

850035 張九齢詩二首 江頭 菜月 久留米市入選

850037 銭起詩 塚本 律子 北九州市若松区入選

850042 韋応物詩 加藤 佳子 北九州市若松区入選

850046 李悌謙詩李裕詩 合谷 早苗 中間市入選

850047 杜甫詩 小野 健二 北九州市若松区入選

850049 蘇東坡詩 川上 誠子 北九州市門司区入選

850053 前出塞 黒木 万莉 福岡市東区入選

850060 滁州西澗 田北 楓 福岡市南区入選

850063 池田 孝子 田川市入選

850064 于謙詩 結城 四郎 福岡市西区入選

850067 蘇東坡詩 田村 玲子 北九州市門司区入選

850069 李白四首 西島 ひろみ 福岡市南区入選

850077 常建詩二首 合山 葉子 福岡市早良区入選

850078 林鴻詩 森 昭子 福岡市南区入選

850079 駕幸新豐温泉之詩 中村 一二三 京都郡苅田町入選

850082 杜牧詩 平塚 隆子 築上郡築上町入選

850084 月夜坐湖上 岩熊 憲一 福岡市東区入選

850085 陳子昂 山口 和美 北九州市小倉南区入選

850086 陶淵明之詩 今尾 彰穂 福岡市西区入選

850089 銭起詩 石谷 弘子 行橋市入選

850090 高青邱詩 林 良啓 北九州市門司区入選

850094 王維詩 樋口 豊子 福岡市南区入選

850095 柳宗元詩 青木 黎 福岡市東区入選

850098 愛蓮之説 前田 哲秀 北九州市八幡西区入選

850100 極 岡田 利定 北九州市小倉南区入選

850101 讀山海經五首 石川 理奈フロー 福岡市東区入選

850103 高啓詩 中島 静子 京都郡みやこ町入選

850105 陸亀蒙詩 村上 与志子 行橋市入選

850111 朱希晦之詩 大谷 北九州市八幡西区入選

850112 棚機津女 足立 可子 福岡市早良区入選

850113 明皇詩 森田 優子 行橋市入選

850115 杜甫之詩 栗原 智美 北九州市八幡東区入選

850117 友人を送る 山本 恵子 北九州市八幡西区入選

850122 王維詩 上瀧 豊 行橋市入選



第72回　福岡県美術展覧会　入賞・入選者一覧

部門 書 入賞・入選点数 538 点

種類 漢字

出品番号 賞名 題名 氏 名 市区町村名

入賞・入選点数 329 点

850123 月 岩本 理奈 宗像市入選

850124 唐詩選 野田 梨香 田川市入選

850125 新たな気持ちで 池﨑 浩美 北九州市八幡西区入選

850130 李白の詩 川村 美幸 北九州市若松区入選

870009 送友人帰宜春 佐藤 龍之介 田川郡糸田町入選

870012 杜牧の詩 篠原 トモ子 田川市入選

870013 秋風引 武井 敬子 田川市入選

870015 高啓詩 辰島 眞須美 田川郡福智町入選

870021 楊基詩 室井 安子 田川郡添田町入選

880001 万葉歌 長 強 福岡市早良区入選

880002 過香積寺 稲永 英子 福岡市南区入選

890001 闊 久保山 泰子 久留米市入選

890004 大無量寿経の一節 國友 洋子 久留米市入選

890009 周忱詩 執行 納美子 久留米市入選

890011 論語 原 美智代 久留米市入選

900005 李白詩 近藤 和子 大牟田市入選

910001 杜甫詩 萬 千鶴子 北九州市八幡西区入選

910002 寒山詩 森田 美代子 北九州市八幡西区入選

910003 李白詩 柿内 智子 北九州市門司区入選

910005 王維詩 渡辺 昭子 北九州市門司区入選

910006 杜甫詩「吹笛」 今村 敏子 北九州市小倉南区入選

910007 李白詩 三原 有美 北九州市戸畑区入選

910008 杜甫詩 山之内 亨 北九州市八幡西区入選

910010 石門 堀 香代子 北九州市門司区入選

910012 望薊門 松岡 紀子 行橋市入選

920008 高青邱詩 健一 北九州市八幡東区入選

920009 漢詩 藤島 美也子 糟屋郡須惠町入選

920013 萬葉歌 竹内 美津子 福津市入選

920015 寒山詩 代田 ノブ子 筑紫野市入選

920016 寒山詩 永江 佳恵 筑紫野市入選

920017 寒山詩 松藤 美津子 筑紫野市入選

920018 寒山詩 有村 千代子 筑紫野市入選

920019 寒山詩 井手田 宏子 太宰府市入選

920020 寒山詩 椿原 慶子 八女市入選

920021 寒山詩 古賀 和子 筑紫野市入選

920022 寒山詩 橋口 由佳 太宰府市入選

920023 萬葉集梅花歌之宴の序 後藤 浩文 太宰府市入選

920024 寒山詩 馬場 佳子 筑紫野市入選

920026 寒山詩 伊藤 裕美 太宰府市入選
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920028 白居易の詩 田中 亮子 太宰府市入選

920029 寒山詩 大田 清美 太宰府市入選

920030 蘇東坡詩 渡辺 孝子 福岡市博多区入選

920032 寒山詩 池田 朱里 太宰府市入選

920033 陶淵明詩 南 圭子 福岡市中央区入選

920034 松聲 甫守 理紗 福岡市西区入選

920035 杜甫詩 宇都宮 澄子 筑紫野市入選

920036 登縹緲峰 髙田 章子 久留米市入選

920037 陸游詩四首 田川 文代 久留米市入選

920038 寄逸人高漫士 杉本 邦子 久留米市入選

920039 寒夜有懐 野村 文子 久留米市入選

920040 馬戴詩 本園 暁子 柳川市入選

920042 劉基詩　感懐 寺島 喜美枝 久留米市入選

920043 邵雍詩 橋本 百合子 久留米市入選

920046 崔顥の詩 戸次 綠 久留米市入選

920047 胡儼詩 江口 惠子 柳川市入選

920049 蘇軾詩 本畑 涼子 福岡市南区入選

920051 陶淵明詩 萩原 和子 福岡市南区入選

920052 岑參詩 津田 裕子 久留米市入選

920053 朱衡詩 三小田 美枝 筑後市入選

920054 録別　其三 村尾 嘉栄 久留米市入選

920057 杜甫詩　吹笛 緒方 五子 久留米市入選

920058 李白の詩 宇野 富美子 久留米市入選

920060 王漁洋の詩 緒方 輝子 久留米市入選

920061 柴田 美和子 福岡市南区入選

920062 張畹の詩 晶子 久留米市入選

920063 送殷大入蜀 田本 志保 小郡市入選

920064 夜渡湘水 永富 貴美恵 久留米市入選

920065 呉蘭雪詩 石橋 裕佳 久留米市入選

920066 寒食 平井 節子 久留米市入選

920067 韓奕詩 野口 由真 久留米市入選

920070 孟浩然四首 翁 淑美 久留米市入選

920071 劉嗣綰の詩 大野 美智恵 久留米市入選

920074 丘雲霄詩 杉尾 ヨシ子 久留米市入選

920075 崔國輔詩 米倉 和子 福岡市南区入選

920106 万葉歌三首 田中 洋子 行橋市入選

960002 蘇軾詩 石田 京子 福岡市博多区入選

960006 夢 青木 武文 福岡市西区入選

960009 李商隠詩 森 昌子 福岡市南区入選
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960010 萬葉歌 古澤 芳枝 太宰府市入選

960011 王維詩 高田 喜代子 福岡市博多区入選

980001 寒山詩 木藤 公隆 北九州市若松区入選

980002 李白詩 山本 瑞穂 北九州市八幡西区入選

980003 黄庭堅詩 神志那 衣澄 北九州市八幡西区入選

980004 項斯詩 米村 ミワ子 北九州市八幡西区入選

980005 梅尭臣の詩 中西 隆子 北九州市八幡西区入選

980006 陸游詩 竹内 陽子 中間市入選

980007 李白詩 岡住 由美子 北九州市八幡西区入選

980009 李夢陽詩 平安 周代 北九州市若松区入選

980011 李夢陽詩 穗坂 沙織 北九州市小倉北区入選

980012 寒山詩 中村 惠子 北九州市若松区入選

980014 李商隠詩 八並 美奈子 北九州市小倉南区入選

980015 陶淵明詩 徳茂 美子 北九州市若松区入選

980018 建 辰本 都 北九州市小倉南区入選

980021 呉文泰 鷹本 誠 北九州市門司区入選

990012 陸游詩 櫻井 卓 北九州市八幡西区入選
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870042 ももしきの 佐藤 直子 田川郡川崎町県議会議長賞

800212 花たちばな 阿部 康子 春日市西日本新聞社賞

810117 古今和歌集抄 城戸 睦 福岡市博多区福岡市長賞

820067 和歌二首 牟田口 直美 大牟田市大牟田市長賞

800210 百人一首より 田中 和子 福岡市西区福岡市教育委員会賞

870037 待つ宵 小玉 久代 嘉穂郡桂川町北九州市教育委員会賞

850134 秋風は 矢野 綾子 福岡市東区福岡文化財団賞

800235 花に寄せて 今村 妙子 福岡市博多区奨励賞

840060 おしなべて 山口 知恵子 福岡市東区奨励賞

920081 蓮の浮葉に 神代 稔子 春日市奨励賞

800180 百人一首より 村田 千代子 糟屋郡宇美町入選

800182 古今和歌集 片山 栄子 福岡市南区入選

800183 秋 浜田 直美 太宰府市入選

800184 九條武子の歌 大島 智美 福岡市中央区入選

800188 こころなき 奥元 るみ子 福岡市中央区入選

800189 きりぎりす 砥板 とき子 福岡市南区入選

800195 さ夜ふけて 柴田 弘子 福岡市東区入選

800198 はなたちばな 丸井 結子 遠賀郡遠賀町入選

800200 秋 田中 富美子 筑紫野市入選

800204 万葉のうた 西村 篤子 福岡市城南区入選

800205 新古今和歌集 松原 絹代 春日市入選

800206 新古今和歌集のうた 新野 多須子 朝倉市入選

800207 野村望東尼のうた 小川 良子 筑紫野市入選

800208 良寛のうた 後藤 芳子 筑紫野市入選

800209 わが君は千代に八千代に 楢原 陽子 太宰府市入選

800211 古今和歌集のうた 原口 靖子 筑後市入選

800214 うつろい 真子 幸恵 筑紫野市入選

800216 富士の高嶺 井上 康子 糟屋郡篠栗町入選

800219 新古今和歌集 佐藤 八恵子 福岡市南区入選

800221 百人一首 権藤 良子 福岡市東区入選

800223 颯々と 甲地 敬子 福岡市早良区入選

800224 あしひきの 沖西 冨士子 福岡市西区入選

800231 新古今集の歌 塩原 芳子 福岡市城南区入選

800233 おもひ 武谷 円香 久留米市入選

800234 彩季 今村 妙子 福岡市博多区入選

810108 万葉集より 鈴木 美保 福岡市西区入選

810111 見渡せば 髙橋 悦子 古賀市入選

810125 秋 江藤 洋子 大野城市入選

810127 こころ 荒木 佐由美 福岡市博多区入選
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810128 三夕の歌 藤山 朋子 福岡市南区入選

810130 みよし野の 白井 千代香 福津市入選

810134 夏の野の 藤井 千晴 福岡市城南区入選

820040 萬葉のうた 小玉 加代子 福岡市中央区入選

820041 恋歌 下本地 陽子 福岡市博多区入選

820042 うぐいすや 平 陽子 春日市入選

820043 月 田中 礼子 久留米市入選

820046 秋麗への誘ひ 溝田 美佐子 福岡市南区入選

820049 舟人 石橋 夏子 春日市入選

820053 秋のかたみ 川上 恵子 糸島市入選

820057 源順の歌 江口 育子 柳川市入選

820060 百人一首 久保﨑 陽子 福岡市南区入選

820061 百人一首の歌 宮川 良子 春日市入選

820063 今来むと 竹岡 義広 福岡市西区入選

820065 燃ゆる想ひ 松岡 まゆみ 福岡市南区入選

820073 小野小町の歌 中村 紀代子 大牟田市入選

840061 夏の庭 村山 仁美 宗像市入選

840062 拾遺和歌集より 平島 昌子 福岡市東区入選

840063 新古今和歌集のうた 松藤 留美子 柳川市入選

840064 古今和歌集の歌 鍋島 千恵子 八女市入選

840065 古今和歌集のうた 大塚 美惠 久留米市入選

840066 百人一首の歌 宮﨑 美登子 大川市入選

840067 新古今集（賀の歌） 草場 八重子 柳川市入選

840068 新古今和歌集の歌 石橋 ハルヨ 大川市入選

840069 新古今和歌集のうた 生津 郁子 三潴郡大木町入選

840070 新古今和歌集の歌 石橋 五月 大川市入選

840071 ながめ 花田 佐智子 古賀市入選

850136 山里 橋本 美枝子 小郡市入選

850137 百人一首 津上 武子 北九州市小倉南区入選

850140 山家集より２首 西 美千子 古賀市入選

850143 秋の歌（新古今） 松山 寿美江 北九州市門司区入選

850144 秋いろ 松永 朝美 大野城市入選

850146 若山牧水のうた 土師 洋子 古賀市入選

850148 秋のかぜ 青木 知子 古賀市入選

850149 百人一首 古賀 醇子 北九州市戸畑区入選

850151 月 長谷川 崇代 北九州市門司区入選

850152 夏山の 深町 喜代子 福岡市早良区入選

850154 百人一首 末永 和子 北九州市若松区入選

850155 銀杏 篠原 真利子 福津市入選
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850156 岡本かの子の歌 深堀 美郷 福岡市東区入選

850157 百人一首の歌 田巻 幸子 北九州市八幡西区入選

850159 山吹の花 阿部 裕子 宗像市入選

850160 小倉百人一首 宮本 敏子 京都郡苅田町入選

860005 倉橋 金子 ようこ 宗像市入選

870022 山家集 穴見 和子 嘉麻市入選

870023 み吉野 秋元 藤江 田川郡川崎町入選

870025 有明の月 石橋 延子 田川郡糸田町入選

870026 しのぶれど 井上 典子 飯塚市入選

870031 うのはな 川波 素子 飯塚市入選

870033 春のうた 木本 由利子 嘉麻市入選

870035 大空 倉智 敦 飯塚市入選

870036 白雲 国沢 文恵 田川市入選

870040 新古今和歌集羇旅歌 佐藤 員博 田川郡糸田町入選

870043 春くれば 白土 恵袴 飯塚市入選

870045 山里のふゆ 菅 久子 飯塚市入選

870046 花の香 高野 由美子 飯塚市入選

870047 はる 田所 郁美 田川郡川崎町入選

870048 花の色 髙橋 貴子 飯塚市入選

870049 わか葉 千々和 節子 飯塚市入選

870052 山家集 中村 三千代 田川郡福智町入選

870053 ひこ星 西村 さち子 飯塚市入選

870054 卯の花 原 哲子 嘉穂郡桂川町入選

870057 春のうた 平山 直詞 飯塚市入選

870058 春の歌 古木 千晶 田川市入選

870059 ゆく末 渕上 松子 飯塚市入選

870060 おぼろづき 福山 陽子 田川郡川崎町入選

870062 いくとせ 村上 享代 飯塚市入選

870063 あわ雪 本松 静香 田川郡川崎町入選

870064 船寄する天の河辺の 吉安 多磨代 飯塚市入選

880007 うきふしを心ひとつに 高木 清美 北九州市八幡西区入選

890013 今日もまた 松尾 寿子 八女市入選

890014 さくら花 髙松 佑子 久留米市入選

890015 ひたむきに 上野 静香 久留米市入選

890016 うす紅に 楠本 真弓 久留米市入選

890017 ほととぎす 中司 民子 筑後市入選

890019 五月雨の空 中島 澄江 久留米市入選

890020 ながからむ 田中 和子 久留米市入選

900006 雲海のつづくが 岡本 愛 福岡市南区入選



第72回　福岡県美術展覧会　入賞・入選者一覧

部門 書 入賞・入選点数 538 点

種類 かな

出品番号 賞名 題名 氏 名 市区町村名

入賞・入選点数 130 点

920076 三吉野の 西川 扶美 宗像市入選

920083 百人一首のうた 森山 喜代子 うきは市入選

920085 天の河 山崎 操 福岡市城南区入選

920086 百人一首の歌 井上 早苗 朝倉市入選

920087 春のうた 秋永 弘江 福岡市南区入選

920088 新古今和歌集 榮子 福岡市南区入選

920095 こひしさは 古田 淳子 宮若市入選

940003 ときはなる 井手 直子 八女市入選

940004 源氏物語の歌より 重松 美穂 小郡市入選

940009 梅が枝 鷲頭 裕美子 筑後市入選

940011 夕月夜 花田 瑠璃子 福岡市中央区入選

940012 良寛のうた 平田 一伃 八女市入選

940014 かすがのの 中村 郁子 久留米市入選



第72回　福岡県美術展覧会　入賞・入選者一覧

部門 書 入賞・入選点数 538 点

種類 篆刻

出品番号 賞名 題名 氏 名 市区町村名

入賞・入選点数 41 点

830039 風從虎雲從龍 内川 和美 福岡市博多区県美術協会賞

830040 窮亦楽通亦楽 中村 安宏 糟屋郡宇美町読売新聞社賞

830042 温柔敦厚 黒岩 健太郎 北九州市八幡西区奨励賞

800238 長毋相忘 石口 澄夫 遠賀郡水巻町入選

800241 一勞永逸 小田原 福岡市中央区入選

830033 有法子 石津 淑 福岡市中央区入選

830035 智信勇嚴 大坪 志朗 福岡市中央区入選

830036 志操堅固 德光 芳文 太宰府市入選

830037 慎終宜令 德光 芳文 太宰府市入選

830043 虚往実帰 黒岩 健太郎 北九州市八幡西区入選

830045 敬天愛人 加治屋 孝則 北九州市小倉北区入選

830046 大道無門 岡﨑 眞悟 宗像市入選

830048 黒如漆 古賀 しのぶ 遠賀郡遠賀町入選

830051 百戦錬磨 田縁 文雄 宗像市入選

830053 色即是空 久本 清 北九州市若松区入選

840072 光陰矢如 力丸 智章 福津市入選

850165 履霜堅氷 久原 啓介 福岡市西区入選

850168 酒為書滴 大神 舞依 うきは市入選

850169 天下樂 坂田 高大 北九州市小倉南区入選

850172 学古懐道 曽根田 脩悟 福岡市中央区入選

850176 和風鳥声に歓ぶ 沖 真恵 福岡市博多区入選

850178 蓮花生淤泥 白木 清美 鞍手郡鞍手町入選

850179 蒼天 光永 幸太郎 北九州市小倉北区入選

850183 掬水月在手弄花香満衣 石井 陽子 宗像市入選

850185 繋辭上傳 加藤 三奈 福岡市南区入選

870065 武富 良彦 飯塚市入選

870067 疾風勁草 大塚 節子 飯塚市入選

870069 水魚之交 梅本 博 田川市入選

870072 天馬行空 大上 泰治 飯塚市入選

890021 露氣澂秋水 内藤 クミ子 久留米市入選

890024 蒲深柳密 原田 園代 福岡市城南区入選

890028 光風霽月 吉本 文雄 久留米市入選

890029 青山横北郭 松本 倫子 久留米市入選

900010 拈華微笑 河野 みやま市入選

990003 此樹婆娑 樋口 卓也 久留米市入選

990005 不擇處適 松本 雅代 宗像市入選

990006 響不辭聲 安野 由志枝 久留米市入選

990008 絶學無憂 中村 敏 小郡市入選

990009 雲騰致雨 椎野 逸記 春日市入選



第72回　福岡県美術展覧会　入賞・入選者一覧

部門 書 入賞・入選点数 538 点

種類 篆刻

出品番号 賞名 題名 氏 名 市区町村名

入賞・入選点数 41 点

990010 肝膽照人 岸野 律子 福岡市中央区入選

990015 九月十日 兒玉 義秋 太宰府市入選



第72回　福岡県美術展覧会　入賞・入選者一覧

部門 書 入賞・入選点数 538 点

種類 調和体

出品番号 賞名 題名 氏 名 市区町村名

入賞・入選点数 38 点

800244 萬葉の歌 平島 加代子 小郡市県教育委員会賞

840075 一茶の句 大坪 勤子 柳川市毎日新聞社賞

820098 私の羅針盤 秋永 智子 北九州市小倉北区奨励賞

800225 一茶の句 山口 知通子 小郡市入選

800243 会津八一の歌 藤 良子 太宰府市入選

820081 ダンディライオン 小畠 久明 北九州市小倉北区入選

820083 おくのほそ道 大坪 桂子 北九州市小倉南区入選

820084 空の鯉 白石 巳砂子 北九州市門司区入選

820086 舟路 深町 美樹枝 宗像市入選

820088 磨崖佛との出逢い 入江 陽子 太宰府市入選

820093 紅葉 牟田 悦子 北九州市小倉南区入選

820094 小諸なる古城のほとり 城 幸代 福岡市中央区入選

820095 コスモスの丘 藤 久美子 福岡市東区入選

820097 夏の日の歌 江口 真梨子 北九州市八幡西区入選

820101 月光微韻 川上 和子 朝倉郡筑前町入選

820104 漂泊者 川久保 由香里 久留米市入選

820106 凍原の歌より 成清 喜彦 筑後市入選

820107 エリュアールの詩 兵頭 真佐子 福岡市東区入選

820111 時の移ろい 鹿毛 望美 朝倉市入選

820118 登山の 松尾 理恵子 大牟田市入選

840073 桜 石津 孝泰 福岡市城南区入選

840074 島崎藤村の詩 茉莉子 福岡市城南区入選

840076 藤村の詩 井上 瑞貴 福岡市中央区入選

840077 北原白秋の歌 江上 美代子 柳川市入選

840079 一茶夏の句 志岐 知子 大川市入選

840080 北原白秋の歌 石橋 和憲 大川市入選

840082 白秋の歌 廣瀬 育代 柳川市入選

840083 北原白秋の歌 井石 春夫 筑紫野市入選

840084 春よ来い 米倉 小夜子 古賀市入選

850186 故郷 二木 浩子 行橋市入選

850187 万葉の歌 池田 角美香 北九州市小倉北区入選

850188 いのちの理由 田中 千恵子 北九州市小倉北区入選

850190 北の駅路 山﨑 康子 福岡市南区入選

850195 北原白秋の歌 末廣 一憲 福岡市城南区入選

850196 万葉集の歌 舛田 登美子 行橋市入選

850200 白い雲 西谷 礼子 北九州市小倉南区入選

870073 伊豆の踊子 樋口 寛子 田川市入選

920105 白菊の花 中川 勝詔 久留米市入選


