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部門 工芸 入賞・入選点数 122 点

出品番号 賞名 題名 氏 名 市区町村名

400187 熊谷 智久 朝倉郡東峰村福岡県知事賞

400172 花咲く頃に 内田 美鈴 小郡市福岡県教育委員会賞

400039 黒釉十弁壷 小見 昭雄 行橋市福岡県美術協会賞

400053 小倉織絣入帯「涙」 遠藤 聡子 北九州市八幡西区朝日新聞社賞

400099 十六夜映える紫雲山 中村 康代 福岡市東区岩田屋三越賞

400175 はつ 能隅 厚生 北九州市八幡西区西日本新聞社賞

400174 里の夕焼け 安部 栄子 北九州市門司区北九州市長賞

400002 彩流 嘉村 裕一 築上郡築上町豊前市長賞

400177 抜絵桜文器 木原 恭子 遠賀郡水巻町中間市長賞

400080 獅子の舞い 德永 武洋 朝倉市福岡県文化団体連合会賞

400129 アナログ 松尾 行洋 みやま市福岡文化財団賞

400072 漠然 池嵜 莉緒 太宰府市九州産業大学造形短期大学

400154 筑紫 内藤 明子 福岡市東区特別奨励賞

400011 実り 鶴窪 由紀 福岡市南区奨励賞

400003 花のゆくえ 水﨑 幸子 福岡市西区入選

400005 クリスマス島 大藪 勉 久留米市入選

400008 舞いあがる 香野 芳子 北九州市八幡西区入選

400009 花籃『ＵＺＵ』 山口 太宰府市入選

400010 泥彩半月文大皿 森田 順四郎 田川郡香春町入選

400015 紅葉の白川郷 篠﨑 春雄 福津市入選

400016 彩取月 谷澤 ヤス子 柳川市入選

400017 鉄釉幾何文鉢 篠﨑 晴男 古賀市入選

400018 若田石硯 小島 博幸 朝倉郡筑前町入選

400019 鉄釉深鉢‐焔‐ 池田 美佐子 福岡市早良区入選

400021 線刻文大鉢 実政 勝己 田川市入選

400022 桜 江藤 眞理子 北九州市八幡西区入選

400023 手紡双糸小倉帯「紫陽花咲く」 金﨑 浩子 北九州市八幡西区入選

400025 十字紋鉢 合屋 輝幸 糟屋郡須惠町入選

400028 化粧土掛分鉢 有島 聡浩 福岡市城南区入選

400029 鳳凰 篠田 紀代子 朝倉市入選

400030 炭化窯変　秋月 加藤 貞夫 糸島市入選

400031 緑釉八角組鉢 岩本 正 福岡市城南区入選

400033 叩き灰釉鉄釉流し壺（不動） 結城 一臣 福津市入選

400038 蝶紋 吉本 雅彦 福岡市東区入選

400040 ともだち 樋口 カヅヱ 福岡市中央区入選

400041 不協和音 藤田 奈穂美 朝倉市入選

400042 筑前生絹着物「オオルリ」 荒木 希代 福岡市中央区入選

400043 天目鉢 宗岡 熙 遠賀郡岡垣町入選

400047 飴釉線文組鉢 内野 美恵子 福津市入選
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400050 夕なぎ 斉藤 慶子 北九州市門司区入選

400051 白水の流れ 根津 恒夫 行橋市入選

400052 開 星谷 暁子 福岡市中央区入選

400054 掛分皿３枚 田丸 美智代 田川郡福智町入選

400055 鉄釉掛け分鉢 桑野 孝則 田川郡福智町入選

400057 Ｕｎａ　Ｓｏｌａ　Ｖｏｃｅ Ｎａｔｈａｓｈａ Ｐａｉｎｔｅｒ 太宰府市入選

400058 ある所の棚田 坂本 喜代子 鞍手郡鞍手町入選

400065 夏味 鶴田 羽南 太宰府市入選

400067 重なり 丸尾 伶奈 太宰府市入選

400069 威嚇 小畑 徹 太宰府市入選

400070 咲く 秋吉 絵理香 太宰府市入選

400071 自然形 塚田 亜由 太宰府市入選

400079 いちご 久木田 真菜 太宰府市入選

400081 万華鏡・マクラメ 鶴元 千春 福岡市南区入選

400083 火花（大皿） 平野 利光 太宰府市入選

400085 流水線文花器 末松 敏弘 飯塚市入選

400088 縄胎乾漆水指「夏日星」 松生 順 福岡市西区入選

400089 富士山からの御来光 近藤 光男 筑後市入選

400090 鉄釉兜鉢 吉村 樹 福岡市西区入選

400091 何時の世も 大淵 和憲 福岡市早良区入選

400092 面取り焼締花器 近藤 太紀 筑後市入選

400094 向日葵 毛利 美玲 福岡市博多区入選

400096 ガーデニング 越智 玲子 北九州市戸畑区入選

400098 皇帝のＰｒｉｅｒｅ 清島 順子 福岡市南区入選

400100 酒呑童子と源頼光の兜・唐津 山田 幸治 大野城市入選

400102 白釉線紋四方組皿 鹿島 朝子 福岡市西区入選

400104 垂韻 佐藤 孝 太宰府市入選

400108 花日影彫組鉢 大歯 俊子 春日市入選

400109 野の華 橋本 良子 久留米市入選

400111 藁灰花器 水本 勉 古賀市入選

400113 若葉薫る 藤田 謙一 福岡市東区入選

400114 生きる「私の頭の中」 松本 久子 大野城市入選

400115 彩泥切紙文大皿 木下 和幸 京都郡苅田町入選

400116 纏う 中村 真由美 鞍手郡小竹町入選

400117 銀嶺の峰 田端 和夫 福岡市城南区入選

400118 抜絵百合文皿 松島 峰子 北九州市若松区入選

400120 「△」 岡田 彩菜 福岡市東区入選

400121 まほろば 中村 優子 福岡市東区入選

400123 海の記憶 山口 愼一 田川市入選
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400124 こもり 吉塚 勝典 太宰府市入選

400125 トランプタワー 原口 隆 糸島市入選

400130 黒釉壺１０ 吉村 修一 福岡市中央区入選

400136 白釉蓮弁文鉢 百田 龍山 福岡市城南区入選

400139 瑠璃乱鉢 三木 紀明 行橋市入選

400141 黒そば釉壺「波紋」 小代 文明 宗像市入選

400142 高台緑釉交流飛鉋大鉢 太田 龍成 朝倉郡東峰村入選

400145 粉引き壷 大村 倫一 遠賀郡岡垣町入選

400148 白釉草花文鉢 持山 縁 遠賀郡岡垣町入選

400150 焼締め壷 長谷川 康行 糟屋郡新宮町入選

400152 永遠の旅人 古賀 富美子 福岡市南区入選

400153 はる 城 弓佳 宗像市入選

400156 空蟬 松岡 謙二 福岡市博多区入選

400158 緑を 山路 眞理子 福岡市早良区入選

400159 濤 滝口 宗像市入選

400160 Ｍａｒｉｎｅ 篠崎 みどり 嘉麻市入選

400162 磯の香り 藤田 彩 宗像市入選

400163 憧憬 松村 直保子 直方市入選

400165 釉象嵌 楢原 房子 行橋市入選

400168 辰砂釉花器 千手 忠男 行橋市入選

400170 線の誘いＡ 佐藤 美津子 行橋市入選

400173 鉄釉釉彩ぶどう文（秋思） 樋口 源一 福岡市南区入選

400176 れい 能隅 厚生 北九州市八幡西区入選

400178 数珠玉文鉢 直野 由利子 遠賀郡水巻町入選

400179 融和 髙木 やよい 福岡市西区入選

400183 Born　again 織田 史子 福岡市城南区入選

400185 鍛鉄平香炉 松本 定由 古賀市入選

400186 鉄赤焼締白線文鉢 熊谷 智久 朝倉郡東峰村入選

400189 練込市松・縞紋角皿 森田 至栄 北九州市八幡西区入選

400191 秋桜 笹野 新 福岡市早良区入選

400195 花笑み 蓮井 ひろ 福岡市城南区入選

400196 二段彫若田硯 杉村 修 宗像市入選

400198 アフリカの風 中村 英二 飯塚市入選

400199 泥彩鉢 小野 加世 遠賀郡岡垣町入選

400202 鉄釉縞文壺 浮橋 美保子 糸島市入選

400204 陽向２０１７ 山本 温子 太宰府市入選

400205 碧い海 川口 哲也 太宰府市入選

400206 泥彩刻文壺 岡田 都 田川市入選

400208 佐賀錦懐紙入れ 岩本 千加子 筑紫野市入選



第73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 122 点

出品番号 賞名 題名 氏 名 市区町村名

400209 藁抜文大鉢 牛田 恵美子 福岡市早良区入選

400210 風景のギター 森 加代子 宗像市入選

400211 彩錦 畑中 玲華 福岡市博多区入選

400215 子ぬ方星～北極星～ 田中 恵理子 福岡市西区入選

400216 白孔雀 阿部 範子 福岡市中央区入選


