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850113 月夜與客飲酒杏花下 平川 友之 福岡市早良区福岡県議会議長賞

850008 登賞心亭 池田 孝子 筑紫野市朝日新聞社賞

920080 曹植詩 本園 暁子 柳川市岩田屋三越賞

920023 楊愼詩 諸藤 美智子 久留米市久留米市長賞

850104 秋夜 石田 信 北九州市門司区直方市長賞

810014 夜坐 久保田 美鈴 福岡市南区柳川市長賞

920030 李商隠詩 萩原 和子 福岡市南区八女市長賞

800020 雪後 岩佐 優 福岡市中央区筑後市長賞

920003 万葉歌二首 田中 洋子 行橋市行橋市長賞

800046 王維詩 佐口 淳子 福岡市東区古賀市長賞

920045 雲洞嶺を過ぐ 杉本 邦子 久留米市朝倉市長賞

810010 古意 久保 六合恵 北九州市八幡西区福岡市教育委員会賞

920037 杜甫詩 本畑 涼子 福岡市南区福岡市教育委員会賞

800047 許渾詩 一ノ瀬 愷子 福岡市西区北九州市教育委員会賞

920046 張九齢の詩 橋本 百合子 久留米市北九州市教育委員会賞

800073 藍仁詩 森 昭子 福岡市南区福岡県文化団体連合会賞

920081 李白詩 松藤 美津子 筑紫野市九州産業大学造形短期大学

810020 西樓晩眺 戸田 洋子 北九州市八幡西区奨励賞

830006 七言律詩 満生 美加 北九州市若松区奨励賞

840060 萬葉集 野村 惠子 福津市奨励賞

850059 與 岡田 利定 北九州市小倉南区奨励賞

920042 余懐之詩 宮崎 紀美子 久留米市奨励賞

920085 李夢陽の詩 米倉 和子 福岡市南区奨励賞

800005 法慶寺閣上望雲門山 黒木 和子 筑紫野市入選

800006 陳汝言詩 小山 淳子 福岡市城南区入選

800008 于謙詩 山下 ひろみ 糸島市入選

800009 新涼讀書 新谷 富美代 北九州市門司区入選

800015 桂馥詩 伊藤 隆子 太宰府市入選

800016 杜甫詩 山本 節子 太宰府市入選

800017 張氏渓亭雑興 本村 清香 大牟田市入選

800018 雨止 井本 勝彦 朝倉市入選

800019 無錫望恵山 礒﨑 和子 福岡市早良区入選

800021 蓮花菴 平田 真砂子 福岡市南区入選

800022 詠秋風 小西 昌惠 糟屋郡粕屋町入選

800023 秋興 野田 恵里子 福岡市東区入選

800024 寒山詩 古川 純生 福岡市南区入選

800027 杜甫詩 重住 徳子 福岡市早良区入選

800037 趙嘏詩 青木 初恵 福岡市早良区入選

800039 山樓對酒 宇都宮 律子 田川市入選
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800041 秋坐 小野 香世子 古賀市入選

800042 唐詩二首 江副 正純 筑紫郡那珂川町入選

800043 江南旅情 小野 三保子 福岡市南区入選

800044 禹廟 大山 壽賀子 福岡市南区入選

800045 江樓望月 永末 繁春 田川市入選

800050 釋尚顔詩 三苫 生子 福岡市早良区入選

800051 行書七言律詩 安宅 トモ子 福岡市西区入選

800056 盧弼詩 細川 早苗 福岡市早良区入選

800057 送劉美之太守赴銅仁 黒木 悦子 福岡市中央区入選

800058 呉蘭雪詩 濵﨑 隆代 福岡市西区入選

800059 杜甫詩 福本 ユリ子 福岡市東区入選

800061 王維詩 富松 靖美 福岡市早良区入選

800064 林逋詩 白石 しのぶ 福岡市東区入選

800068 杜甫詩 伊藤 しのぶ 糸島市入選

800069 白楽天詩 宮﨑 尚美 糸島市入選

800070 崔顥詩 山下 久子 糸島市入選

800072 李白詩二首 近藤 順子 福岡市南区入選

800076 季應期詩 小川 惠美耶 福岡市西区入選

800077 村居秋興 藤本 貴子 福岡市西区入選

800078 朱彝尊詩二首 阿部 鉄子 福岡市早良区入選

800080 錢之青詩 伊藤 俊彦 福岡市早良区入選

800081 王昌齢詩 江頭 一枝 福岡市東区入選

800082 子先上人に逢う 前田 裕子 飯塚市入選

800083 晩に村荘に投ず 上村 清 田川市入選

800084 灘行 小副川 明子 福岡市早良区入選

800086 孫良玉が同安に還るを送る 石橋 弘美 福岡市早良区入選

800087 方山道中 越智 勝子 飯塚市入選

800089 王瑋詩 津留 信代 春日市入選

800091 王維に留別す 半田 忠勝 福岡市中央区入選

800092 螺川早發 坂本 富子 田川郡川崎町入選

800093 由富陽至龍游 吉永 千寿子 田川郡香春町入選

800094 王士禛詩 豊福 利枝子 久留米市入選

800095 何無天聞 村上 千恵子 福岡市早良区入選

800096 李白詩 志賀 幸子 太宰府市入選

800098 黄山谷詩 斉藤 后代 福岡市東区入選

800102 漢江 大神 悦子 福岡市早良区入選

800103 杜甫詩 安川 康彦 福岡市早良区入選

800104 杜甫の詩 古賀 陽子 福岡市城南区入選

800108 允禧詩 江夏 壽賀 福岡市西区入選
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800109 張實居詩二首 佐々木 恵子 福岡市西区入選

800110 張祜詩 原 博幸 福岡市早良区入選

800113 美女篇 田原 琳子 糟屋郡宇美町入選

800114 南郡歌 原田 千恵子 糟屋郡須惠町入選

800123 文森詩 川上 晃 福岡市早良区入選

800125 送友人南還 岩元 里佳 春日市入選

800127 送李回 橋本 和則 福岡市早良区入選

800128 白楽天詩 春香 福岡市南区入選

800132 與盧員外象過崔處士興宗林 山下 南海子 糟屋郡志免町入選

800133 時鳥 岩隈 教子 糟屋郡篠栗町入選

800135 秋菊 三上 意織 福岡市南区入選

800143 宋之問詩 中山 道則 福岡市東区入選

800144 一封 松本 弘 福岡市博多区入選

810001 登楼 井上 美津子 田川郡川崎町入選

810004 萬葉歌 北﨑 信子 福岡市東区入選

810005 聞蛙 豊田 和子 久留米市入選

810007 王維の詩 本村 妙子 春日市入選

810011 湖郷佳處爲朱昌年題 行武 順子 筑紫野市入選

810012 曲江 舟越 節 福岡市城南区入選

810013 王維詩二首 森下 和子 福岡市西区入選

810017 冬夜 田村 ゆり 北九州市若松区入選

810029 送羅萬峯 岡崎 昌子 北九州市小倉南区入選

810033 李太白詩 宮城 雅子 久留米市入選

810034 暁發麻沙夾 下川 筑後市入選

810035 題東山許氏小樓 副枝 啓子 小郡市入選

810036 望武夷山作 一ノ瀨 ゆう子 福岡市中央区入選

810037 東嶺紅暾 竹下 修 太宰府市入選

810039 秋日江居寫懷 加藤 広子 行橋市入選

810040 朱朴詩 西村 陽子 福津市入選

810043 贈劉司戸蕡 戸田 亜里 北九州市八幡西区入選

810049 游仙 宮崎 香津子 福岡市東区入選

810052 木蘭柴 福川 正二 鞍手郡小竹町入選

810057 和康五望月有懐 田代 恵子 福岡市南区入選

810063 往平原別高彬 渡部 利亮 福岡市東区入選

810064 臨江 長 安繁 福岡市西区入選

810066 蘇台 古賀 一子 筑後市入選

810069 杜甫詩 藤野 久代 糟屋郡篠栗町入選

810070 雜詩其二 室園 康子 八女市入選

810072 秋日雑詠 徳久 和子 福岡市東区入選
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810074 岑参詩二首 久羽 時子 福岡市早良区入選

820001 赫 古木 壽勝 宗像市入選

820002 蘇軾の詩 原 愛梨 柳川市入選

820004 香爐 佐藤 訓平 福岡市南区入選

820006 秋夜独坐書即事寄致遠 横溝 昭夫 八女市入選

820007 周易詩 山下 明子 福岡市東区入選

820011 明月 三原 辰夫 福岡市南区入選

820013 阮籍詩 近藤 和子 大牟田市入選

820014 扇殊 中村 康太郎 福岡市南区入選

820016 袁中郎詩 西村 幸枝 糟屋郡粕屋町入選

820017 兄弟 迎 由美子 福岡市西区入選

820019 林鴻詩 農塚 律子 久留米市入選

820020 呉偉業詩 石橋 恵子 筑紫野市入選

820025 高攀龍詩 山路 由美子 福岡市南区入選

820034 春愁 三浦 美香子 大牟田市入選

820035 万葉歌 川本 雅子 福岡市中央区入選

830001 七言絶句三首 加来 良子 北九州市若松区入選

830003 閒適 岡部 里美 中間市入選

830004 呉去疾之詩 立石 寿子 北九州市若松区入選

830007 七言律詩 森田 亜希子 北九州市若松区入選

830008 寄呉廷圭（七言律詩） 瓜生 雅子 北九州市若松区入選

830009 五言絶句二首 前田 和子 北九州市若松区入選

830010 瓜洲道中 小田原 千代子 北九州市八幡西区入選

830011 種麻 丸本 恵子 遠賀郡水巻町入選

830014 春暁 金子 千春 田川郡香春町入選

830017 漢詩 加来 智恵美 行橋市入選

830018 張氏溪亭雑興 田渕 和代 行橋市入選

830022 小景 加来 和恵 行橋市入選

830023 杜甫詩　夢李白 林 亜希子 北九州市若松区入選

830024 趙執詩　別興 永松 茂奈乃 北九州市若松区入選

830025 唐詩 塩次 稔 北九州市若松区入選

840002 王績詩 柴田 福岡市東区入選

840008 次錢助教見寄韻 我毛 マサ子 豊前市入選

840009 水闇 榊 晴海 福岡市東区入選

840014 小景 末吉 亜津子 筑紫野市入選

840016 寂寞 満生 憲親 糟屋郡新宮町入選

840027 命 平川 素子 福岡市城南区入選

840036 魯淵の詩 荒牧 ゆう子 福岡市南区入選

840040 白楽天詩 花田 陽子 宗像市入選
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840044 婕妤怨 原 正人 福岡市城南区入選

840046 杜甫詩 内村 由香里 大川市入選

840053 李白詩 北原 祐也 福岡市中央区入選

840061 漢詩 瀧口 千恵子 宗像市入選

840065 王維詩二題 増木 喜久代 福津市入選

840094 王維詩二題 牧 瑞菜 福津市入選

850001 朱國祚之詩 則川 佳余子 北九州市若松区入選

850002 杜甫の詩 塚本 律子 北九州市若松区入選

850004 石溪看桃花 大田 弘美 福岡市中央区入選

850006 陶淵明之詩 樋髙 友海 春日市入選

850007 山居秋暝 大谷 登美子 北九州市小倉北区入選

850009 月夜坐湖上 中村 久美子 福岡市早良区入選

850011 杜牧詩 石谷 弘子 行橋市入選

850012 寒山詩 川村 美幸 北九州市若松区入選

850015 蘇東坡詩 住田 秀範 北九州市門司区入選

850016 飲酒其七 雑賀 由美 北九州市小倉北区入選

850017 元好問詩 白川 あすか 北九州市小倉北区入選

850022 杜甫詩 橋本 妙子 北九州市若松区入選

850023 王維四首 西島 ひろみ 福岡市南区入選

850024 蘇軾詩二首 合山 葉子 福岡市早良区入選

850025 山中問答歌 黒﨑 涼雅 福岡市中央区入選

850027 岑参詩 石山 千夏 北九州市若松区入選

850029 和傅郎歳暮還湘州 牧 せつ子 福岡市早良区入選

850032 寒山詩 中西 惠子 北九州市若松区入選

850033 高青邱詩 山本 信子 福岡市中央区入選

850037 韋應物詩 城戸 富枝 北九州市若松区入選

850040 高適詩 岩本 真由子 北九州市門司区入選

850042 李夢陽詩 加藤 佳子 北九州市若松区入選

850046 飲酒 添島 浩 大野城市入選

850047 項斯詩 田中 喜代子 北九州市若松区入選

850050 高青邱詩 川田 美佐江 北九州市小倉南区入選

850053 當欲遊南山行 神坂 清子 筑紫野市入選

850055 白楽天詩 青木 黎 福岡市東区入選

850056 春晴 高橋 正貴 福岡市南区入選

850057 古事記 野田 梨香 田川市入選

850060 高青邱詩 安藤 哲郎 北九州市門司区入選

850063 盧綸詩 古賀 早智子 大野城市入選

850065 高青邱詩 武石 千鶴 北九州市小倉南区入選

850068 蘇軾詩 中村 ミヤ子 飯塚市入選
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850069 逢 木村 瑞代 北九州市小倉南区入選

850070 李羣玉之詩 中村 一二三 京都郡苅田町入選

850071 寒山詩 田村 玲子 北九州市門司区入選

850073 同題仙遊観 松浦 まゆみ 糟屋郡粕屋町入選

850076 杜甫詩　月圓 荒木 久美子 大野城市入選

850081 蘇東坡詩 中島 静子 京都郡みやこ町入選

850082 中 章志郎 行橋市入選

850090 春霞 西村 千秋 福岡市東区入選

850094 李白詩 保本 好之 北九州市小倉南区入選

850100 白鳥 足立 可子 福岡市早良区入選

850101 柳宗元詩 藤原 昇一 福岡市中央区入選

850105 高攀龍詩 村田 潤子 北九州市若松区入選

850107 杜甫之詩 須本 文子 北九州市若松区入選

850108 月下獨酌 前田 哲秀 北九州市八幡西区入選

850109 杜甫詩 大塚 順子 北九州市小倉北区入選

850111 竹林寺に題す 池﨑 浩美 北九州市八幡西区入選

850112 題扇 鈴木 茂彦 遠賀郡遠賀町入選

850114 漢詩 田中 美奈子 福岡市南区入選

850115 王維詩 上瀧 豊 行橋市入選

850186 良寛禅師之詩 栗原 智美 北九州市八幡東区入選

850187 陸游詩 櫻井 卓 北九州市八幡西区入選

860001 許潤詩 野田 静香 田川郡福智町入選

860003 呉梅村詩 桑野 陽子 田川市入選

870003 陶淵明詩 植田 裕子 田川郡糸田町入選

870008 送魏萬之京 佐藤 龍之介 田川郡糸田町入選

870010 阻風 武井 敬子 田川市入選

870016 花元 由紀子 飯塚市入選

870017 王維詩 土師 恵子 福岡市早良区入選

870020 花游曲 三上 正代 飯塚市入選

870022 暑雨後坐月 室井 安子 田川郡添田町入選

890012 納涼 執行 納美子 久留米市入選

900002 王昌齢詩　出塞行 松尾 克彦 糸島市入選

900003 菜根譚之句 安松 万里子 糟屋郡粕屋町入選

910001 清平調詞（李白） 西津 章子 京都郡苅田町入選

910005 王令詩 今村 敏子 北九州市小倉南区入選

910007 李白詩 柿内 智子 北九州市門司区入選

910008 王維詩 渡辺 昭子 北九州市門司区入選

910009 陶淵明詩 成定 芳子 京都郡苅田町入選

910010 李白詩 萬 千鶴子 北九州市八幡西区入選
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920001 程明道之詩 仲 康子 久留米市入選

920002 許渾詩 近藤 ひとみ 飯塚市入選

920004 帰園田居其の三 渡辺 新太郎 嘉麻市入選

920006 杜甫詩 足達 清美 久留米市入選

920009 高岑の詩 大野 美智恵 久留米市入選

920010 高軒過 世良 加奈江 北九州市門司区入選

920011 桐廬道中書所見其二 村尾 嘉栄 久留米市入選

920012 王嘉謨之詩 津田 裕子 久留米市入選

920013 李白詩 橋口 由佳 太宰府市入選

920014 萬葉歌 竹内 美津子 福津市入選

920016 祖詠詩 甲斐田 裕子 柳川市入選

920017 王維詩 南 圭子 福岡市中央区入選

920019 寒山詩 大田 清美 太宰府市入選

920020 高啓詩 野口 由真 久留米市入選

920021 杜審言詩 柴田 美和子 福岡市南区入選

920022 王維の詩二首 髙田 章子 久留米市入選

920027 遙同蔡起居偃松篇 原口 繁治 久留米市入選

920028 李白詩二首 早稲田 千草 北九州市若松区入選

920029 夜別韋司士 永富 貴美恵 久留米市入選

920033 張均詩 宮尾 幸 北九州市小倉南区入選

920035 雑詩其五 晶子 久留米市入選

920040 秋霖 野村 文子 久留米市入選

920041 駱賓王詩 待鳥 武 柳川市入選

920043 薛瑄の詩 江口 惠子 柳川市入選

920047 東風吹微雨 江川 コズエ 北九州市小倉南区入選

920048 杜審言の詩 吉丸 浩平 糸島市入選

920052 甘州即事 平井 節子 久留米市入選

920053 杜甫詩四首 翁 淑美 久留米市入選

920054 杜甫詩 津福 英子 久留米市入選

920055 早発白帝城 富松 札子 久留米市入選

920058 杜甫の詩 田中 亮子 太宰府市入選

920059 同李司倉早春宴唯陽東亭 田本 志保 小郡市入選

920061 許渾詩 橋本 和子 北九州市門司区入選

920063 王筠詩 下川 香代子 筑後市入選

920064 白楽天詩四首 樋口 美智子 久留米市入選

920065 錢起の詩 緒方 輝子 久留米市入選

920066 寒山詩 宇都宮 澄子 筑紫野市入選

920068 周啓の詩 戸次 綠 久留米市入選

920069 劉基詩 友延 直子 福岡市南区入選
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920072 高青邱 健一 北九州市八幡東区入選

920073 徐賁詩 三小田 美枝 筑後市入選

920074 江上晩泊 舟津 綾乃 福岡市東区入選

920075 李白詩 井手田 宏子 太宰府市入選

920076 張翥詩 工藤 公子 福岡市南区入選

920077 雨中書懐 宇野 富美子 久留米市入選

920078 沈佺期詩 緒方 五子 久留米市入選

920079 漢詩　王鐸北方作 藤島 美也子 糟屋郡須惠町入選

920082 盧藏詩 杉尾 ヨシ子 久留米市入選

920083 高啓詩 寺島 喜美枝 久留米市入選

920086 李白詩 馬場 佳子 筑紫野市入選

950003 漢詩 大賀 良和 糟屋郡宇美町入選

950005 陳璉詩 堤 美千子 筑紫野市入選

950007 荃廬仙崖和尚 今林 仁 筑紫郡那珂川町入選

960001 避雨 青木 武文 福岡市西区入選

960002 吹笛 高田 喜代子 福岡市博多区入選

960003 陳敬宗詩 森 昌子 福岡市南区入選

960008 良寛詩 石田 京子 福岡市博多区入選

970001 杜甫詩 豊福 真知子 福岡市南区入選

980003 到 安東 和子 北九州市八幡東区入選

980004 杜甫詩 徳茂 美子 北九州市若松区入選

980005 李夢陽詩 八並 美奈子 北九州市小倉南区入選

980006 李白詩 木藤 公隆 北九州市若松区入選

980007 李白詩 岡住 由美子 北九州市八幡西区入選

980008 陶淵明詩 穗坂 沙織 北九州市小倉北区入選

980009 李白詩 平安 周代 北九州市若松区入選

980010 李白詩 射場 ユキヱ 北九州市若松区入選

980011 李夢陽 小野 健二 北九州市若松区入選

980012 王昌齢詩 佐々木 芳子 北九州市若松区入選

980013 楊憑之詩二首 鷹本 誠 北九州市門司区入選

980015 李白詩 谷口 眞弓 北九州市八幡西区入選

980016 李白詩 竹内 陽子 中間市入選

980017 王維詩 山本 瑞穂 北九州市八幡西区入選

980018 李商隠の詩 中西 隆子 北九州市八幡西区入選

980019 李商隠詩 米村 ミワ子 北九州市八幡西区入選

980020 王維詩 堀江 輝子 遠賀郡芦屋町入選
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820052 今来むと 竹岡 義広 福岡市西区福岡県教育委員会賞

810079 古今和歌集抄 城戸 睦 福岡市博多区西日本新聞社賞

850125 時雨 篠原 真利子 福津市福津市長賞

870056 幾年 西村 さち子 飯塚市嘉麻市長賞

800161 いかはかり 砥板 とき子 福岡市南区福岡市教育委員会賞

880007 山深く 山田 富喜子 福岡市博多区北九州市教育委員会賞

800148 万葉の歌 大西 満喜江 古賀市福岡文化財団賞

840077 新古今和歌集（秋の歌） 草場 八重子 柳川市奨励賞

850122 百人一首の歌 田巻 幸子 北九州市八幡西区奨励賞

850141 春の青ぞら 阿部 裕子 宗像市奨励賞

800149 良寛のうた 民子 小郡市入選

800150 新古今集のうた 加治 素子 小郡市入選

800152 万葉のうた 田中 レイ子 小郡市入選

800153 良寛のうた 目野 登志子 小郡市入選

800154 万葉の花のうた 吉武 和子 小郡市入選

800158 ときはなる 鶴田 玲子 福岡市城南区入選

800162 天つ風 浜地 寿賀子 福岡市西区入選

800163 うれしとや 佐藤 八恵子 福岡市南区入選

800164 うめか香に 奥元 るみ子 福岡市中央区入選

800171 金槐和歌集２首 加藤 弘子 福岡市城南区入選

800172 山桜花 五十嵐 維子 福岡市早良区入選

800173 こころなき 谷口 薫 福岡市城南区入選

800174 ひさかたの 松永 小夜子 久留米市入選

800175 人はいざ 山路 道代 糸島市入選

800176 春はもえ 瓦林 淳子 福岡市早良区入選

800177 天離る 小野 弘美 福岡市東区入選

800178 水の音に 柴田 弘子 福岡市東区入選

800179 風ふけば 乙藤 由美子 福岡市中央区入選

800180 朝顔 羽山 豊子 福岡市中央区入選

800182 古今集のうた 原口 靖子 筑後市入選

800183 もみぢ舞う 阿部 康子 春日市入選

800184 朧月夜 小川 貞子 福岡市西区入選

800186 舞姫 井上 康子 糟屋郡篠栗町入選

800189 月を見て 田代 眞由美 北九州市八幡西区入選

800190 梅が枝に 秋吉 恵美 福岡市早良区入選

800191 冬ながら 久賀 明美 筑紫郡那珂川町入選

800192 さみだれ 西村 篤子 福岡市城南区入選

800193 大伯皇女のうた…悼む 田中 富美子 筑紫野市入選

800195 古今集のうた 荒巻 敏子 福岡市中央区入選
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800196 蝉の声 塩原 芳子 福岡市城南区入選

800198 春霞 安田 悦子 福岡市早良区入選

800199 平野國臣うた 小川 良子 筑紫野市入選

800200 乗鞍岳 松原 絹代 春日市入選

800203 百人一首のうた 新野 多須子 朝倉市入選

800210 ことしげみ 棚町 鈴子 三井郡大刀洗町入選

800213 安東聖空の句 入江 恵津子 福岡市南区入選

810078 しらつゆに 髙橋 悦子 古賀市入選

810082 天の原 草野 操 福岡市中央区入選

810083 うめの花 藤井 千晴 福岡市城南区入選

810089 淡雪の想い 川嵜 眞由美 福岡市城南区入選

810090 こころざし 江藤 洋子 大野城市入選

810091 夕月夜 平山 福岡市城南区入選

810093 はるがすみ 川嶋 順子 福岡市東区入選

810095 万葉の歌を 白井 千代香 福津市入選

810097 朝霧 吉村 康子 糸島市入選

810098 梅が香 松村 いづみ 福岡市西区入選

810103 明日香川 佐由美 福岡市博多区入選

820036 夏山 中村 さつき 福岡市城南区入選

820037 吹くからに 山本 敦子 久留米市入選

820038 ありあけの月 松岡 まゆみ 福岡市南区入選

820040 左千夫の歌 平 陽子 春日市入選

820043 牧水のうたを 前田 百合子 福岡市南区入選

820046 新古今集 喜多原 信幸 太宰府市入選

820048 桐壺 溝田 美佐子 福岡市南区入選

820049 わが宿の 江口 育子 柳川市入選

820053 北原白秋のうた 松本 俊子 小郡市入選

820056 百人一首 久保﨑 陽子 福岡市南区入選

820057 与謝野晶子の歌 小坪 郁子 小郡市入選

820059 古今和歌集の歌 川口 富子 大牟田市入選

820063 萬葉のうた 小玉 加代子 福岡市中央区入選

820065 萬葉のうた 川上 大介 福岡市南区入選

840068 古今和歌集のうた 大塚 美惠 久留米市入選

840070 新古今集のうた 松藤 留美子 柳川市入選

840071 新古今和歌集の歌 石橋 五月 大川市入選

840072 百人一首 鍋島 千恵子 八女市入選

840073 新古今和歌集のうた 生津 郁子 三潴郡大木町入選

840075 西行の歌 花田 佐智子 古賀市入選

840076 新古今和歌集 石橋 ハルヨ 大川市入選
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840078 春の歌 村山 仁美 宗像市入選

850120 北国 森田 由利絵 福岡市城南区入選

850123 うたたねの夢 土師 洋子 古賀市入選

850124 霞立つ 深町 喜代子 福岡市早良区入選

850128 月の桂 橋本 美枝子 小郡市入選

850130 うめが香に 山田 ルイ子 古賀市入選

850132 天つ空 青木 知子 古賀市入選

850136 春し思ほゆ 弓削 盈代 福岡市博多区入選

850138 みよしの 古賀 醇子 北九州市戸畑区入選

850140 ふぢの花 深堀 美郷 福岡市東区入選

850145 百人一首の歌 末永 和子 北九州市若松区入選

870023 窪田空穂歌集より 穴見 和子 嘉麻市入選

870026 秋 石橋 延子 田川郡糸田町入選

870032 春のその 大上 ミサ子 飯塚市入選

870033 秋の花 川波 素子 飯塚市入選

870037 風あらみ 国広 裕佳 直方市入選

870039 秋風吹けば 国沢 文恵 田川市入選

870040 夜もすがら 小玉 久代 嘉穂郡桂川町入選

870043 新古今四季と恋歌 佐藤 員博 田川郡糸田町入選

870045 しほの山 白土 美保 飯塚市入選

870046 秋の日 白土 恵袴 飯塚市入選

870047 冬の山里 菅 久子 飯塚市入選

870049 たまきはる 髙橋 貴子 飯塚市入選

870051 深き心に 千々和 節子 飯塚市入選

870054 山家集 中村 三千代 田川郡福智町入選

870058 秋 土生 慶子 田川市入選

870059 秋の色 畑 郁子 飯塚市入選

870060 古今和歌集より「恋」 平山 直詞 飯塚市入選

870063 なつころも 福山 陽子 田川郡川崎町入選

870065 わが恋 村上 享代 飯塚市入選

870067 夏衣 本松 静香 田川郡川崎町入選

880005 夕月夜 西島 千恵 福岡市博多区入選

880009 行きめぐりつひにすむべき 堀尾 慶子 北九州市八幡西区入選

880015 源氏物語 山田 千賀子 筑紫野市入選

880017 百人一首 野田 佳子 福岡市早良区入選

890014 人はいざ 中島 澄江 久留米市入選

890017 こころあらば 髙松 佑子 久留米市入選

890018 あかねさす 松尾 寿子 八女市入選

890021 なつ山に 中司 民子 筑後市入選



第73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 522 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

890022 あかときの 楠本 真弓 久留米市入選

900004 つれもなき 岡本 愛 福岡市南区入選

920088 咲く花の如く 中川 勝詔 久留米市入選

920097 鵲の 西川 扶美 宗像市入選

920098 夏のうた 秋永 弘江 福岡市南区入選

920101 こころざし深く 樋口 誠子 三井郡大刀洗町入選

920104 秋風 山本 千佳子 福岡市西区入選

940002 浅緑 江上 由紀子 八女市入選

940003 新古今和歌集のうた 重松 美穂 小郡市入選

940005 水のおもに 膳所 ヨシ子 久留米市入選

940009 紅葉ばのいろ 花田 瑠璃子 福岡市中央区入選

940012 朧月夜 鷲頭 裕美子 筑後市入選

960005 なにとなく君に待たるる 深見 直子 福岡市早良区入選



第73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 522 点

種類 てん刻

出品番号 賞名 題名 氏 名 市区町村名

入賞・入選点数 36 点

850153 壽無涯 久原 啓介 福岡市西区福岡県美術協会賞

830041 春如海 山口 一利 宗像市読売新聞社賞

830026 玉石混交 石津 淑 福岡市中央区奨励賞

800214 物外心 石口 澄夫 遠賀郡水巻町入選

800217 樂此不疲 小田原 福岡市中央区入選

830027 玉石混交 石津 淑 福岡市中央区入選

830028 胡蝶之夢 吉井 多恵 福岡市中央区入選

830031 行雲流水 黒岩 健太郎 北九州市八幡西区入選

830033 實相圓満之兵法 加治屋 孝則 北九州市小倉北区入選

830034 一福延壽 岡﨑 眞悟 宗像市入選

830036 結縁翰墨 田縁 文雄 宗像市入選

830038 天長地久 久本 清 北九州市若松区入選

850149 神淸智明 今尾 彰穂 福岡市西区入選

850150 深根固柢 石井 陽子 宗像市入選

850151 樂生於憂 光永 幸太郎 北九州市小倉北区入選

850154 温厚和平 柳澤 奈緒 福岡市博多区入選

850156 脣歯輔車 白木 清美 鞍手郡鞍手町入選

850158 利實害徳 坂田 高大 北九州市小倉南区入選

870069 釣月耕雲 大上 泰治 飯塚市入選

870071 敬天愛人 大塚 幸子 飯塚市入選

870073 樹木方盛 梅本 博 田川市入選

870075 寿無涯 大塚 節子 飯塚市入選

870078 戢鱗潜翼 冨田 文代 鞍手郡小竹町入選

890023 喜怒哀楽 佐藤 直美 久留米市入選

890026 敬天愛人 永水 京子 小郡市入選

890030 千載一遇 原田 園代 福岡市城南区入選

890033 雲高気静 藤﨑 澄子 久留米市入選

900007 為無為 雄一 福岡市中央区入選

900009 道法自然 河野 みやま市入選

920108 碧巖録之句 古賀 しのぶ 遠賀郡遠賀町入選

990001 観心覺夢 椎野 逸記 春日市入選

990005 洗心革面 音在 孝子 福岡市東区入選

990007 飛蓬隨風 中村 敏 小郡市入選

990008 吸風飲露 平井 健太 太宰府市入選

990009 墨悲糸染 山田 稔子 柳川市入選

990010 盤拗反覆 樋口 卓也 久留米市入選



第73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 522 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 47 点

820103 ベレーの詩 兵頭 真佐子 福岡市東区福岡県知事賞

820097 風 川久保 由香里 久留米市毎日新聞社賞

840082 新古今和歌集 江上 美代子 柳川市奨励賞

800220 冬景色 藤 良子 太宰府市入選

800223 中江兆民の言葉 浦志 芽衣 福岡市西区入選

820069 伊藤左千夫の歌 濵田 葉子 久留米市入選

820072 吉井町 松石 明子 福岡市博多区入選

820073 新しい季節 小畠 久明 北九州市小倉北区入選

820075 林檎畑 白石 巳砂子 北九州市門司区入選

820076 早春賦 安仲 みなみ 北九州市小倉南区入選

820078 雑草譜 松原 由紀子 福岡市東区入選

820079 源氏物語より 入江 陽子 太宰府市入選

820081 浜千鳥 阪井 浩子 福岡市城南区入選

820082 野菊 満江 恵美子 福岡市東区入選

820083 造化妙工 上津原 園子 大牟田市入選

820085 めぐり逢う君やいくたび 城 幸代 福岡市中央区入選

820086 一握の砂より 藤 久美子 福岡市東区入選

820088 遠い世界に 秋永 智子 北九州市小倉北区入選

820090 正午 佐田 尚子 北九州市小倉北区入選

820091 白秋の詩 佐藤 文香 北九州市八幡西区入選

820094 初秋の庭 川上 和子 朝倉郡筑前町入選

820095 朝 原賀 志津子 久留米市入選

820096 春の曲 下川 育子 筑後市入選

820098 時の鐘 園田 輝美 大川市入選

820101 荒城の月 山口 裕子 柳川市入選

820104 帰郷 川野 涼太 福岡市南区入選

820105 バスは行く 下山 公子 北九州市八幡東区入選

820107 ゴッホの文 大竹 美喜枝 朝倉市入選

820109 白い馬 鹿毛 望美 朝倉市入選

820110 丹頂 森 正子 朝倉市入選

820112 野分に寄す 村上 嘉子 福岡市博多区入選

840081 小倉百人一首の歌 大坪 勤子 柳川市入選

840083 与謝野晶子歌集 石橋 和憲 大川市入選

840084 白秋の歌 廣瀬 育代 柳川市入選

840085 良寛の歌 井石 春夫 筑紫野市入選

840086 一茶の句 志岐 知子 大川市入選

840088 涙も凍る冬の日 水早 利子 福岡市中央区入選

840092 鵲の峰 大津 佳乃香 豊前市入選

850161 千利休 宮本 隆子 行橋市入選
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出品番号 賞名 題名 氏 名 市区町村名

入賞・入選点数 47 点

850162 良寛の歌 池田 角美香 北九州市小倉北区入選

850164 碑名 二木 浩子 行橋市入選

850168 古今和歌集仮名序より 竹本 航 行橋市入選

850172 このみち 田中 千恵子 北九州市小倉北区入選

850177 金剛不壊の老樹 久保 博恵 築上郡築上町入選

850183 与謝野晶子の歌二首 古我城 由起 豊前市入選

850184 万葉集の歌 舛田 登美子 行橋市入選

870081 銀の匙 樋口 寛子 田川市入選


