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第73回　福岡県美術展覧会　入賞・入選者一覧

部門 日本画 入賞・入選点数 62 点

出品番号 賞名 題名 氏 名 市区町村名

100067 雨星夜 近藤 史紀 筑後市福岡県知事賞

100024 燃ゆる 鳥井 菜野 福津市福岡県教育委員会賞

100050 水の形体-カバ 深町 聡美 福岡市城南区福岡県美術協会賞

100047 穏やかな日 草場 照子 春日市朝日新聞社賞

100045 宙 中川原 信子 古賀市岩田屋三越賞

100022 鼓音 佐藤 和美 北九州市小倉北区福岡県文化団体連合会賞

100077 春の池 鈴木 弘子 北九州市門司区福岡文化財団賞

100032 おとめ 平井 実愛 太宰府市九州産業大学造形短期大学

100056 麦秋の頃 古賀 豊子 久留米市奨励賞

100001 92才と86才の妻 原田 政光 福岡市東区入選

100002 春日 木下 幸子 福岡市早良区入選

100003 生きる 堺 瑞穂 糟屋郡新宮町入選

100004 春を待つ 香野 文男 北九州市八幡西区入選

100005 老藤樹霊 松永 憲博 糟屋郡新宮町入選

100006 沈黙 松元 利文 福津市入選

100007 惜夏 松尾 章子 福岡市東区入選

100008 蓮華(祈り） 古田 洋介 福岡市東区入選

100009 園子二歳 千恵子 福岡市早良区入選

100010 春光 池内 幸子 北九州市小倉南区入選

100011 銀河 田中 あけみ 北九州市小倉南区入選

100012 秋宴 高島 清美 中間市入選

100014 燃ゆる 土井 幾代 北九州市八幡西区入選

100015 青楓 伊勢 郁子 北九州市戸畑区入選

100016 樹聲 古城 悦子 北九州市八幡東区入選

100017 森の中で 山田 眞子 北九州市小倉南区入選

100018 撓む 小方 一憲 宗像市入選

100019 移ろい 古賀 靖子 福岡市城南区入選

100020 麦秋 桑野 禎子 大牟田市入選

100021 懐古 上村 恵子 大牟田市入選

100023 桜げしき 鳥井 菜野 福津市入選

100026 つなぐ 岡 ヤス子 福岡市東区入選

100028 彩花 藤田 康子 福岡市博多区入選

100031 余喘 高森 勇佑 太宰府市入選

100033 湿り 小原 聖良 太宰府市入選

100034 しあわせとろけて 東 さくら 太宰府市入選

100037 僕の夢 上津原 七彩 太宰府市入選

100043 刻 浅草 晴代 北九州市八幡西区入選

100044 漂う 中川原 信子 古賀市入選

100048 山藤 白倉 美智子 大野城市入選



第73回　福岡県美術展覧会　入賞・入選者一覧

部門 日本画 入賞・入選点数 62 点

出品番号 賞名 題名 氏 名 市区町村名

100049 梅根性 岩田 美智子 北九州市八幡西区入選

100054 初夏の庭先 岡山 敏子 太宰府市入選

100055 月夜花 丸山 靖子 八女郡広川町入選

100057 アイデンティティとは 近藤 如子 福岡市城南区入選

100058 新世界 奥 ゆう子 田川郡添田町入選

100059 若い夏 松尾 紀子 福岡市博多区入選

100060 紅ひも 金光 陽子 福岡市早良区入選

100062 アンディウォール 満園 順子 福岡市東区入選

100063 あやし 森永 樹仁 福岡市西区入選

100065 かれはちす 野中 まり子 福岡市南区入選

100066 蒲公英の絮 井口 節子 福岡市東区入選

100068 遠い記録 髙木 恒俊 福岡市中央区入選

100071 希望 大渕 孔遠 糟屋郡須惠町入選

100074 未草 東 直子 北九州市小倉南区入選

100075 春日 吉田 北九州市小倉南区入選

100076 初夏 髙田 たゆみ 行橋市入選

100079 窓 木村 よし子 糟屋郡新宮町入選

100080 刻‐とき‐ 川上 斎子 福岡市中央区入選

100081 秋彩 藤 多代子 糟屋郡篠栗町入選

100082 悠久の時 下村 勝 福岡市東区入選

100083 娘と公園にて 長谷野 清光 福津市入選

100085 巡 緒方 望姫 筑紫野市入選

100086 ‐Ｌｕｎａ‐ 赤司 真里菜 糟屋郡須惠町入選


