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第72回　福岡県美術展覧会　入賞・入選者一覧

部門 ﾃﾞｻﾞｲﾝ 入賞・入選点数 88 点

出品番号 賞名 題名 氏 名 市区町村名

700149 ＭＥＬＴ 山下 美結 大野城市県知事賞

700028 永遠不滅 永野 亨 福岡市博多区県教育委員会賞

700197 廃れた仁道 西岡 直哉 福岡市博多区県美術協会賞

700152 行くっちゃ！選挙。 野村 寛子 田川郡福智町朝日新聞社賞

700006 シゲキ、福岡。 藤山 若菜 福岡市博多区岩田屋三越賞

700090 福岡軒 出口 咲綺 北九州市小倉北区県文化団体連合会賞

700180 言葉はふるさと。 横山 淳平 糟屋郡粕屋町福岡文化財団賞

700168 １００本のバラを。 杠 桃佳 糟屋郡新宮町九州造形短期大学賞

700003 ニャンダフルアイランド 原野 恭子 福岡市東区奨励賞

700001 国境なんていらない 幸尾 裕太 福岡市西区入選

700004 Ｍｉｄｎｉｇｈｔ Ｃｉｔｙ 安藤 和丸 福岡市東区入選

700007 ショーゲキ、太宰府。 藤山 若菜 福岡市博多区入選

700008 ちゅっ！！ 長谷川 綾 田川市入選

700009 初夏の風物詩 龍 由美子 大川市入選

700011 幸せの福岡 横手 美穂 福岡市東区入選

700012 広がる想い、広がるカタチ。 田中 きら 福岡市東区入選

700015 ありがとうがあふれる街 田中 希実 福岡市博多区入選

700016 栄養不足 古賀 小波 福岡市博多区入選

700017 アナタも節電してますか？ 植田 優花 福岡市博多区入選

700018 飲酒運転 江藤 匠 福岡市中央区入選

700019 たらこスパゲティー現象 原田 雄太 福岡市博多区入選

700024 ＳＯＵＬ　ＯＦ　ＷＡＲＳ 國﨑 一馬 福岡市城南区入選

700025 ＭＥＭＥＮＴＯ　ＭＯＲＩ 副島 智美 福岡市城南区入選

700029 生命のはじまり 永野 亨 福岡市博多区入選

700035 私の人生 宇田川 朋花 太宰府市入選

700036 ｓｃｒｅａｍ！！ 菊池 壮真 太宰府市入選

700040 クレヨンとカメレオン 馬田 あや乃 太宰府市入選

700050 平等な世界 池嵜 莉緒 太宰府市入選

700053 新たな自分へ 浦田 歩実 太宰府市入選

700056 狂った教育 東 さくら 太宰府市入選

700057 自然の音を聴け 坂田 竜也 太宰府市入選

700058 ナニカオカシクナイ？ 瑠南 太宰府市入選

700059 外来鳥獣戯画 中村 菜々実 太宰府市入選

700060 新しい私の誕生 大力 縁織 太宰府市入選

700064 私、おねえちゃんになるの 川口 美玖 太宰府市入選

700070 今 中野 由佳梨 太宰府市入選

700073 Ｓｅｖｅｎｔｙ－ｏｎｅ　ｙｅａｒｓ　ａｇｏ． 園 こうじろう 田川市入選

700074 福岡県の仕事師達 三戸 舞帆 福岡市博多区入選

700075 がまだす熊本 橋口 黛加 福岡市博多区入選
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700076 よそ見は禁物 吉竹 遥香 北九州市八幡西区入選

700077 晴れるといいなこんなこと 松﨑 空 北九州市八幡西区入選

700080 今時の公園 佐々木 晴香 北九州市八幡西区入選

700081 笑顔になるマジック 河原 力也 北九州市八幡西区入選

700082 タマには…。 宮下 沙也加 北九州市八幡西区入選

700084 ＰＡＲＴＹ ＰＥＯＰＬＥ 野見山 みなみ 北九州市小倉北区入選

700086 ＩＣＨＩＧＯ－ＫＥＮ ＦＵＫＵＯＫＡ 宮迫 香純 北九州市小倉北区入選

700087 夢の福岡城 松山 紗耶 北九州市小倉北区入選

700088 ＦＵＪＩ ＯＦ ＴＡＧＡＷＡ 中田 由姫 北九州市小倉北区入選

700091 福岡の藤 近藤 加奈 福岡市東区入選

700106 福岡梅花 掛橋 佑太 北九州市小倉南区入選

700108 私の好きなまち 吉川 真優実 北九州市八幡東区入選

700111 福岡のことしっとーと？ 加茂 眞里菜 中間市入選

700112 福岡にこいこい 荒木 智美 北九州市小倉北区入選

700113 フクオカタワー 野間口 直美 中間市入選

700122 緑と共に育つ街、福岡 山内 博貴 北九州市小倉北区入選

700124 ふっくー名物 古賀 雅人 北九州市小倉南区入選

700127 席、とっとーと？ 大倉 万里奈 遠賀郡岡垣町入選

700135 福岡のよかとこ発見 金子 千秋 北九州市小倉北区入選

700139 これが福岡！ 内田 夢人 北九州市小倉北区入選

700145 博多弁ば勉強してみん？ 堺 柊人 北九州市若松区入選

700148 取扱説明書 井手 葉子 福岡市東区入選

700151 古代への扉「装飾古墳」 岡部 由紀子 筑紫郡那珂川町入選

700153 カワイイ久留米絣 橋本 美月 北九州市小倉南区入選

700154 日本の森林探索ＭＡＰ 美結 福岡市東区入選

700155 博多鋳物師 松尾 有華 大牟田市入選

700158 福岡県シンデレラガール 坂本 亜沙美 福岡市博多区入選

700162 きる 用松 由花 春日市入選

700164 ＫＥＥＰ ＣＬＥＡＮ 森中 千晶 小郡市入選

700166 ＲＵＮ　ＦＡＳＴ，ＲＵＮ 石田 力大 北九州市小倉北区入選

700171 天然樟脳 田中 喜久子 小郡市入選

700177 ＳＮＳ 中園 友希 春日市入選

700179 言葉は遺伝子。 横山 淳平 糟屋郡粕屋町入選

700183 どこ行くと？ 濱田 美紅 福岡市博多区入選

700185 天晴日本 黒木 美里 福岡市東区入選

700186 Ｓａｖｅ Ｙｏｕｒ Ｌｉｆｅ． 中村 優子 福岡市東区入選

700187 福岡がもっと好きになる 小林 直哉 福岡市博多区入選

700188 ラーメンといえば福岡ばい 市丸 巧 久留米市入選

700189 Ｓｙｎａｐｓｅ 江副 祐介 福岡市南区入選
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700191 ＪＡＰＡＮ 庄 沈奕 福岡市東区入選

700195 僕の街 美咲 糟屋郡久山町入選

700196 おいしいけん 大久保 優舞 福岡市東区入選

700198 家族のカタチ 久留 みなみ 福岡市西区入選

700199 １８歳の未来 久松 祐稀 福岡市博多区入選

700200 ほうしょく？ 園田 紋子 福岡市博多区入選

700202 尾曲がり猫ポスター 前田 瑠々 福岡市東区入選

700203 住まば都❤ 山根 修平 北九州市小倉北区入選

700204 世界平和 山中 紗理奈 福岡市博多区入選

700205 二次災害を誘発 荒木 希代 福岡市中央区入選


