
第７３回福岡県美術展覧会 

 

写真 部門 

 

入賞・入選者 

 

 福岡県知事賞 雷夜 米子 浩幸 
 

 

福岡県美術展覧会実行委員会 



第73回　福岡県美術展覧会　入賞・入選者一覧

部門 写真 入賞・入選点数 315 点

出品番号 賞名 題名 氏 名 市区町村名

600649 雷夜 米子 浩幸 北九州市小倉北区福岡県知事賞

600493 視線の先に 内田 義春 糟屋郡須惠町福岡県教育委員会賞

600676 雪日 森 北九州市戸畑区福岡県美術協会賞

600532 どしゃぶり 与田 宗和 大牟田市朝日新聞社賞

610051 出番前の緊張 聡 直方市朝日新聞社賞

600138 春を待つ 関東 博子 福岡市南区岩田屋三越賞

600605 雨に想う 徳永 秀一郎 福岡市博多区福岡市長賞

610056 子守り 富田 佳宏 田川郡香春町田川市長賞

610009 帰路に就く 中尾 杏子 福岡市早良区小郡市長賞

600132 暁の激走 田嶋 賢次 福岡市西区筑紫野市長賞

600646 マイフレンド 森澤 愛子 北九州市戸畑区宗像市長賞

600486 チョー気持いい 宮﨑 恵子 福岡市中央区うきは市長賞

600451 Love 大林 雄児 福岡市早良区みやま市長賞

600130 季節の移ろい 大西 秀治 福岡市西区糸島市長賞

610043 深山の春 野北 泰司 田川郡添田町福岡市教育委員会賞

600350 母なる銀河へ 森田 道昭 北九州市小倉北区北九州市教育委員会賞

600481 朝日をあびて 児嶋 正人 大野城市福岡県文化団体連合会賞

610111 晩秋 小林 澄雄 築上郡築上町福岡文化財団賞

600095 リスボンの鉄路 古瀨 博一 福岡市早良区九州産業大学造形短期大学

600048 ご対面 斉藤 啓子 北九州市門司区奨励賞

600685 豊穣の予感 松尾 勝 みやま市奨励賞

600705 旅する蝶 森田 昭代 柳川市奨励賞

600767 朝陽 平山 幸子 北九州市門司区奨励賞

610159 秋霖 植松 佳春 北九州市八幡東区奨励賞

600002 初雪舞う朝 塚野 美津子 福岡市中央区入選

600003 古へのいざない 造酒 祥子 福岡市中央区入選

600006 危機一髪 藤田 耕二 鞍手郡小竹町入選

600007 助けて 烏田 英勝 糸島市入選

600010 挑戦 沖永 稜彦 北九州市八幡西区入選

600014 魚群 藤原 尚武 古賀市入選

600021 ハバイケの小物売り 伊東 映子 糟屋郡須惠町入選

600025 桜の妖精たち 渡辺 和雄 福岡市南区入選

600026 光射す渓谷 海老原 信夫 福岡市南区入選

600033 自慢の舌 南 順子 福岡市西区入選

600037 産卵ラッシュ 安川 伸夫 八女市入選

600039 筑紫神舞 高崎 英明 筑紫野市入選

600042 草取り 羽仁 祐子 福岡市南区入選

600046 水中ダンス 藤原 百合子 北九州市小倉北区入選

600047 干潟の残照 大橋 実 柳川市入選
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600050 秋惜しむ家路 木村 哲之 福岡市西区入選

600054 雄叫び 井上 浩道 古賀市入選

600061 釣り人 堀 美子 久留米市入選

600064 祭り支度 宮原 典子 久留米市入選

600066 早朝のシロウオ漁 平田 昇 遠賀郡遠賀町入選

600067 雨後夕影 中島 正 久留米市入選

600070 蛙のブラフマー（梵天） 瀧石 美津恵 福岡市中央区入選

600072 水行 佐々木 一三 うきは市入選

600074 アートな黄昏 舎川 孝吉 うきは市入選

600082 イリュージョン（幻影） 山田 孝二 筑紫野市入選

600087 少年 川口 保孝 筑後市入選

600088 戯れる 井上 照康 三潴郡大木町入選

600099 天空の舞い 古賀 義行 柳川市入選

600101 落陽 足立 勝昭 福岡市東区入選

600106 ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ２ 伊藤 康裕 春日市入選

600113 家路 伊藤 有幸 福岡市東区入選

600120 棚田の秋 荻原 敏彦 糸島市入選

600125 ファウスト 野﨑 征紀 福岡市城南区入選

600141 暁 桜井 やよい 福岡市博多区入選

600145 遭遇 神田 豊 糟屋郡篠栗町入選

600151 至福の刻 尾﨑 幸秀 福岡市早良区入選

600158 食欲旺盛オオオニバスの子 児玉 英一 福岡市西区入選

600162 琥珀彩に魅せられて 塘之口 和子 春日市入選

600163 みんなでジャンプ 横山 栄二 福岡市西区入選

600169 花紋様 古川 重憲 北九州市八幡西区入選

600171 思点 田中 勝志 行橋市入選

600172 やすらぎ 野口 精一郎 福岡市南区入選

600173 かくれんぼ 北嶋 由美子 大野城市入選

600176 イトトンボの憩い 平城 尚則 筑紫郡那珂川町入選

600178 追い山の日・承天寺 河村 稔 福岡市中央区入選

600180 継の世代へ 木下 武男 糟屋郡宇美町入選

600181 グラサンガールズ 門谷 小夜美 糟屋郡志免町入選

600184 狙う 濱咲 誠 福岡市東区入選

600185 都会の華 白水 清光 春日市入選

600187 桜景色 北村 喜美子 春日市入選

600197 夕涼み 三好 善行 北九州市若松区入選

600200 紫陽花パラソル 石橋 正幸 久留米市入選

600204 神水舞う 武石 徳一郎 筑紫野市入選

600206 ウルトラＣ 戸曽 美成 筑紫野市入選
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600209 幸福への階段 山本 和弘 春日市入選

600215 妙技 若松 久之 筑紫野市入選

600217 祈念 野口 浩光 福津市入選

600218 春を呼ぶ 平澤 一 福津市入選

600220 土に生きる 原野 久美子 小郡市入選

600221 夕映 楠田 和正 福津市入選

600222 補植最後の一枚田 是松 喜美子 宗像市入選

600224 カマキリ 田尻 敏勇 福岡市西区入選

600233 まどろみ 弟子丸 和博 久留米市入選

600238 青春 濱嶋 寛和 福岡市東区入選

600240 寒行 大庭 勝徳 朝倉市入選

600244 出初式 百瀬 可達 古賀市入選

600247 群舞 吉浦 明信 北九州市若松区入選

600249 街中の白魚漁場 升本 正勝 福津市入選

600250 勇壮野馬懸 野見山 ミチ子 北九州市小倉南区入選

600251 心つなぐ 佐藤 誠一 北九州市小倉北区入選

600254 林床に咲く 定村 政裕 北九州市八幡東区入選

600260 霧の林 林 隆市 糸島市入選

600262 朝靄の湖畔 矢次 小絵子 北九州市八幡西区入選

600269 ひとり遊び 塚本 昭夫 大牟田市入選

600272 群れ 白水 朝子 福岡市早良区入選

600279 若者達 長﨑 敬次 古賀市入選

600281 北の大地 鶴田 直敏 古賀市入選

600284 ハイ・チーズ 松山 明子 福岡市南区入選

600286 炎のダンス 城後 征二 福岡市西区入選

600289 春吹雪 河野 重雄 福岡市早良区入選

600290 躍動 米倉 和男 福岡市西区入選

600298 命守る青いかご 星加 千惠子 春日市入選

600300 冬の海 加藤 光夫 太宰府市入選

600303 小雨煙る 信國 之雄 福岡市西区入選

600306 修験者 高瀬 重信 大野城市入選

600309 よさこいソーラン 森永 光正 久留米市入選

600313 ファミリー 河野 通明 みやま市入選

600315 渓谷の朝日 森村 剛久 福津市入選

600327 ファイティングドッグ 原田 信之 福岡市博多区入選

600329 車窓を焦す 林 利弘 直方市入選

600331 刻を惜しむ 吉塚 勇雄 糸島市入選

600346 散歩の途中 丸山 徳子 福岡市南区入選

600354 おらが村 棚町 良真 三井郡大刀洗町入選
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600357 幽玄 藤井 利成 福岡市東区入選

600365 歓声 水島 智子 北九州市小倉南区入選

600368 水田に映える 広永 栄 北九州市八幡西区入選

600373 清流の中で 久保田 良美 太宰府市入選

600379 絶妙のトライ 加藤 信次 中間市入選

600382 わー、すごい！ 中村 セツコ 北九州市八幡西区入選

600383 キャッチ？ 中島 美佐子 北九州市八幡西区入選

600384 有終の舞い 栗本 重人 北九州市若松区入選

600385 銀河鉄道９９９ 宮崎 登 北九州市戸畑区入選

600392 記念写真 田中 雅光 八女市入選

600393 干潟の夕景 樋口 和雄 福岡市西区入選

600403 晩秋 富安 由紀子 大牟田市入選

600407 ささやく小鷺 柴田 頼子 行橋市入選

600417 窓辺 樋口 洋光 筑後市入選

600418 めざめの刻 宮原 秀子 福岡市中央区入選

600420 水遊び 永岡 寿彦 行橋市入選

600423 投網 片小田 秀幸 大野城市入選

600427 あの夏の日 小賦 光良 福岡市城南区入選

600433 時を越えて 桃坂 建信 京都郡苅田町入選

600435 フィナーレ 長末 俊樹 田川郡糸田町入選

600436 月光 田中 輝雄 福岡市西区入選

600439 mystery time 園 こうじろう 田川市入選

600442 鬼面風雪を威かす 中牟田 晃 大牟田市入選

600447 天空のチームワーク 久野 清隆 宮若市入選

600456 雪日 神林 ジツ子 北九州市八幡西区入選

600459 冒険 高重 シノブ 春日市入選

600461 路地裏通り 井上 眞由美 北九州市小倉北区入選

600463 生命の誕生 篠原 鶴光 古賀市入選

600466 滝行 津田 勉久 北九州市八幡西区入選

600468 バトル 古閑 哲朗 北九州市八幡西区入選

600471 踊り子 山中 美恵子 筑紫郡那珂川町入選

600477 雨の参拝 石橋 善嗣 福岡市西区入選

600489 ９４才頑張って！ 舟木 公子 糸島市入選

600496 臼かぶり 池田 勝久 三井郡大刀洗町入選

600497 若葉の頃 和田 勲武 福岡市城南区入選

600501 大きいのがきた 長田 軍時 福岡市中央区入選

600504 棚田夕照 佐藤 節子 鞍手郡鞍手町入選

600507 元気！ 大石 芳子 小郡市入選

600510 朝日を浴びて 藤吉 二夫 遠賀郡遠賀町入選
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600512 木漏れ日 浦田 晃 中間市入選

600514 舟屋の景 原 結子 宗像市入選

600516 いい湯だね 江﨑 健二 筑後市入選

600517 アー！満開だぁー！ 岡村 みどり 糟屋郡志免町入選

600523 伝統芸能を繋ぐ 森﨑 てい子 福岡市城南区入選

600525 夕暮れ 坂田 信也 太宰府市入選

600528 一隅を照らす 石井 富雄 筑紫郡那珂川町入選

600535 祭りの子 福間 一弘 福岡市博多区入選

600538 野焼 佐谷 禎介 嘉穂郡桂川町入選

600545 聖地で祈る 磯野 眞 福津市入選

600548 たわむれ 髙栁 典子 福岡市東区入選

600553 高祖の夜神楽 清水 福岡市西区入選

600560 願いを込めて 梶原 克己 福岡市東区入選

600564 繭子の夏 山﨑 秀明 糸島市入選

600566 青へのダイブ 村上 淳 糟屋郡篠栗町入選

600574 栄華を偲ぶ 堀 凉子 福津市入選

600579 バーンザーイ 竹渕 弘 福岡市中央区入選

600581 渚のパブロ 手島 理恵子 朝倉市入選

600583 準備いいかな！ＷＥＬＣＯＭＥ 藤井 政勝 朝倉市入選

600585 安全祈願 小田 和孝 福津市入選

600590 初体験 田中 茂毅 筑紫郡那珂川町入選

600594 楽しいお散歩 赤野 佐津江 糟屋郡粕屋町入選

600595 育児夕景 増野 暢夫 筑紫野市入選

600599 みんなでお散歩 木下 久美子 福岡市博多区入選

600600 ウルトラかえる君 冨田 正彦 北九州市若松区入選

600603 雨のスクエア 和田 郁代 福岡市南区入選

600606 青い静寂 山村 勝彦 北九州市八幡西区入選

600608 初誕生日への願い 浜田 義明 糸島市入選

600613 ジャンプ 宮木 勝史 福津市入選

600620 山焼き 入江 一明 北九州市八幡東区入選

600624 祭司 牛房 忠雄 糟屋郡粕屋町入選

600626 荒波被る夫婦岩 丹生 曻一 福岡市西区入選

600630 ＯＮＥ　ＴＷＯ　ＪＵＭＰ 南 雄志郎 福岡市中央区入選

600640 花火で乾杯 高口 博文 大牟田市入選

600641 絆 古閑 マス子 北九州市八幡東区入選

600642 真夜中のショー 広瀬 美智子 北九州市八幡東区入選

600644 目覚めのとき 小田 祐子 北九州市八幡西区入選

600645 岩礁に咲く 近藤 幸子 北九州市小倉南区入選

600648 静寂の岸辺 定 北九州市小倉北区入選
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600650 鉄人レース 手銭 修 北九州市八幡西区入選

600654 人生 小西 静子 北九州市八幡西区入選

600659 躍動する白波 鹿児島 小郡市入選

600663 託する 大庭 重敏 朝倉市入選

600668 熟柿 西嶋 昭久 福岡市西区入選

600671 金色の引き波 野口 豊 久留米市入選

600673 春の日に 藤田 秀朗 糟屋郡粕屋町入選

600674 三兄弟 大平 千尋 北九州市小倉北区入選

600678 頭上の争い 田邊 寬 北九州市八幡東区入選

600682 春雨の久大本線 山下 利昭 大野城市入選

600684 潮の祭典 北村 守 福津市入選

600687 潟パック 冨安 豊 柳川市入選

600690 異邦人 竹野 征四郎 大野城市入選

600692 黄金の渚 勝 宗像市入選

600694 彩雲 古賀 芳枝 北九州市八幡西区入選

600696 路上の楽士 田中 澪 糟屋郡篠栗町入選

600716 祈り 北島 東司郎 筑後市入選

600718 フェイス 成清 宣之 筑後市入選

600719 夕照 馬場 康 筑後市入選

600721 元気だせ!! 下川 武治 筑後市入選

600722 朝の唄 井寺 節子 筑後市入選

600727 暁のカルスト台地 小橋 攝子 宗像市入選

600729 捕獲 髙木 政嘉 糟屋郡篠栗町入選

600742 視線 金澤 啓 宮若市入選

600745 エネルギー 新 福岡市南区入選

600747 雨上がり 東 保彦 糟屋郡篠栗町入選

600752 ジャンプ 仁田原 加代子 北九州市小倉北区入選

600753 タイムスリップ 塩田 美佐子 糸島市入選

600755 渚を駈ける 葉石 美和子 北九州市若松区入選

600757 阿蘇の野焼き 入江 千鶴子 北九州市八幡西区入選

600758 玄海の浜にて 桑原 孝昭 北九州市八幡西区入選

600765 母子 乾 節子 北九州市門司区入選

600770 暮れる頃 真角 伸子 北九州市戸畑区入選

600771 不思議な世界 引地 道子 福岡市早良区入選

600774 フレンズ 角 和典 大牟田市入選

600776 幻想の湖 宿里 多佳子 嘉麻市入選

600778 静かな時 福山 雅朝 福岡市西区入選

600782 お見送り 西村 知幸 糟屋郡篠栗町入選

600785 さっ!!走るよ!!ガンバロウね!! 大賀 由惠 糟屋郡粕屋町入選



第73回　福岡県美術展覧会　入賞・入選者一覧

部門 写真 入賞・入選点数 315 点

出品番号 賞名 題名 氏 名 市区町村名

600787 いざ！ 松本 賢次郎 福岡市早良区入選

600789 遺産の担い手 平田 俊 福岡市中央区入選

600795 故郷参道 吉田 定善 福岡市南区入選

600796 あこがれ 澄川 福岡市南区入選

600799 制服デビュー！ 勝木 いくよ 春日市入選

600802 跳ぶ 那須 裕一朗 北九州市門司区入選

600804 祈りの沐浴 宮田 順一 福岡市西区入選

600809 灯籠の舞 内田 博喜 柳川市入選

600811 人面杉 桜井 勉 柳川市入選

600815 コウノトリの採餌 増山 久雄 糟屋郡須惠町入選

600817 幸せにしてくれなきゃやだー！ 藤 裕一 糟屋郡須惠町入選

600822 波紋 坂﨑 建二 福岡市早良区入選

600824 飛んで！飛んで！ 川口 和子 福岡市博多区入選

600826 お見合い 柴尾 由子 久留米市入選

600827 嫌いだよ 原田 諭 久留米市入選

600831 娯楽 吉田 宏司 田川市入選

600832 呑めば呑むほど五穀豊穣 津曲 俊雄 春日市入選

600835 飛翔 深町 安弘 大野城市入選

600839 火祭り 安倍 和子 糟屋郡久山町入選

610001 踊る影法師 吉丸 俊啓 福岡市中央区入選

610003 笑顔満願 木之下 芳昭 福岡市早良区入選

610006 野焼き 片島 京子 福岡市博多区入選

610013 都会の楽園 矢野 敬一 福岡市早良区入選

610015 隅田川の夕景 池田 厚子 福岡市博多区入選

610016 夏の獅子舞 中野 昌耿 福岡市早良区入選

610024 子供滝行 友杉 美恵子 福岡市中央区入選

610035 ジャンプ 中尾 泰史 福岡市早良区入選

610039 学僧たちの午後 増田 俊次 春日市入選

610041 波のいたずら 山口 八重子 福岡市中央区入選

610042 慶びの日 梅本 博 北九州市小倉南区入選

610047 光の谷 河野 克治 福岡市中央区入選

610048 生きる 梅丸 祐司 田川市入選

610053 夏彩ファンタジー 玉置 エミ子 北九州市小倉北区入選

610058 ロマン飛行銀河を渡る 中尾 勝人 北九州市小倉北区入選

610063 帰り道 秋丸 智彦 田川市入選

610064 夕間暮 清田 豊城 豊前市入選

610071 モンブラン山群を行く 成瀬 市 田川郡香春町入選

610073 雨後のメロディー 水野 磨智子 豊前市入選

610075 闘争 渡辺 ヒロ子 豊前市入選



第73回　福岡県美術展覧会　入賞・入選者一覧

部門 写真 入賞・入選点数 315 点

出品番号 賞名 題名 氏 名 市区町村名

610077 ほとばしる若人 恒富 啓史 築上郡築上町入選

610079 ミツマタの咲く杜 郷原 裕幸 田川郡添田町入選

610080 猛火 城水 勝 行橋市入選

610082 舞 松本 晴生 直方市入選

610084 チョウトンボ 三角 英 行橋市入選

610087 不思議の国 三木 麗子 行橋市入選

610088 優美 秋里 ゆかり 行橋市入選

610091 旅の思い出 海出 貴美子 田川郡福智町入選

610092 御田祭 白石 郁子 行橋市入選

610099 神楽 白石 明 築上郡築上町入選

610100 主役は私 鈴木 嚆二 行橋市入選

610105 山鹿灯籠踊り 水上 智昭 北九州市小倉南区入選

610108 夕暮れ 白川 勉 京都郡みやこ町入選

610109 怒濤 木村 正憲 築上郡築上町入選

610114 黄金のカタツムリ 北山 明博 行橋市入選

610116 出番前 北川 雅一 北九州市小倉南区入選

610119 スキンシップ 柏木 昌弘 行橋市入選

610120 夜明けの光景 石橋 れい子 古賀市入選

610124 少年時代 吉村 筑紫野市入選

610129 元気いっぱい 深田 睦子 北九州市小倉南区入選

610130 白波と海鳥 一松 隆治 北九州市八幡東区入選

610131 暮れる頃 松尾 眞知江 北九州市若松区入選

610135 好奇心 島崎 輝彦 福岡市南区入選

610137 ヤングラガーズ 中村 幸生 福津市入選

610141 清流の小さなハンター 西谷 正己 直方市入選

610147 ひとり舞台 井口 武彦 北九州市八幡西区入選

610149 森の妖精たち 村上 篤司 宗像市入選

610154 かくれんぼ 井口 宗像市入選

610157 octopus, curl hair 石松 虎之 福津市入選

610163 闇に吠える 松瀬 誠 宗像市入選

610165 金魚ロード 石村 國男 宗像市入選

610170 真夏の海 平良 朝子 古賀市入選

610171 もういいかーい 佐藤 良子 古賀市入選

610173 祈り 石津 陽一 福津市入選

610178 佳趣花半開 戸田 博美 福津市入選

610181 静寂な秋 水下 春美 福津市入選

610185 深山の美 田平 敏昭 宗像市入選

610187 噴煙 今村 廣規 福岡市中央区入選

610189 まなざしに酔う 志田 美喜子 福岡市中央区入選
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610195 群れで生きる 長田 敦子 柳川市入選

610197 朝の光 吉本 統治 福岡市東区入選

610202 独り 福森 和子 北九州市小倉北区入選


