
■日本画の部 福岡市文化芸術振興財団賞 松岡　隆成 大正池と立山連峰 (うきは市)

最優秀賞（福岡県知事賞） 井上　喜四三 ホオズキ (大野城市) 朝日新聞社賞 平嶋　昌子 つれづれ (八幡西区)

優秀賞（福岡県美術協会賞） 米田　良一 夏の渓流 (小倉南区) 朝日新聞社賞 村山　敏彦 猫の居る店 (飯塚市)

高齢者賞 碇　貢 紅葉 (南区) 西日本新聞社賞 有村　幸男 恋人達の時間 (宇美町)

福岡県社会福祉協議会賞 勝浦　勝 百道浜 (早良区) 西日本新聞社賞 高田　節子 捧げもの (福津市)

福岡県老人クラブ連合会賞 北園　文子 春 (宗像市) 毎日新聞社賞 豊田　忠弘 星降る夜 (東区)

福岡県教育委員会賞 村瀬　孝平 大地の石蕗 (飯塚市) 毎日新聞社賞 松尾　雄一郎 虹の松原 (南区)

福岡県立美術館長賞 竹田　輝義 愛犬 (西区) 読売新聞社賞 案浦　博子 夏の想い出 (粕屋町)

福岡県文化団体連合会賞 原　淑子 大輪の菊 (城南区) 読売新聞社賞 宮田　信之 煌めく干潟 (城南区)

福岡文化財団賞 森田　美惠子 冬の野菜 (宮若市) NHK福岡拠点放送局長賞 一田　彦次 街中のかじや (南区)

奨励賞 福富　享子 飛び立つ (西区) NHK福岡拠点放送局長賞 谷川　延広 “戒壇院” (太宰府市)

奨励賞 大橋　啓子 星降る街（マリエラ2021） (早良区)

■洋画の部

最優秀賞（福岡県知事賞） 松本　明也 水辺の宝石 (久留米市) ■彫刻の部

優秀賞（福岡県美術協会賞） 浅野　家興 BATTLE (八幡東区) 最優秀賞（福岡県知事賞） 泉谷　建一 里の秋 (大野城市)

最高齢者賞 脇田　鉄男 赤富士 (南区) 優秀賞（福岡県美術協会賞） 田中　哲雄 見えた (飯塚市)

高齢者賞 黒木　慶子 イヴとおじいちゃん (東区) 高齢者賞 浅津　精二 アルチンボルドの皇帝ルドルフ2世 (城南区)

福岡県社会福祉協議会賞 鹿児島　良 風景 (須恵町)

福岡県社会福祉協議会賞 日髙　千秋 向う岸風景 (南区) ■工芸の部

福岡県老人クラブ連合会賞 芦辺　増男 別子銅山（廃銅） (福津市) 最優秀賞（福岡県知事賞） 白井　徹也 梅に富士 (筑紫野市)

福岡県教育委員会賞 杉町　朱実 斜光 (博多区) 優秀賞（福岡県美術協会賞） 内柴　雅道 ハウス　シェルター (東区)

福岡県立美術館長賞 髙木　悦子 LESSON・2021・庭の花 (博多区) 高齢者賞 古林　友秀 飛鉋の鉢 (早良区)

福岡県文化団体連合会賞 江本　洋 貝のオルゴール (直方市) 福岡県社会福祉協議会賞 大神　稔 バベルの塔 (中央区)

福岡文化財団賞 西村　恵子 コロナ禍脱す街へ！ (西区) 福岡県老人クラブ連合会賞 開田　絹枝 生皮苧タペストリー (東区)

福岡文化財団賞 峯　厚 めだかの学校 (大野城市) 福岡県教育委員会賞 園田　春代 白い　ドレス (城南区)

北九州市長賞 平山　和子 奈理子ちゃんもいた遊園地 (久留米市) 福岡県立美術館長賞 古賀　茂好 ステンレス製松の盆栽 (大牟田市)

北九州市長賞 安田　順香 つるの恩返し　２ (東区) 奨励賞 神代　登代美 スペイン　トレドの旧市街 (八幡西区)

北九州市教育委員会賞 金子　喜代子 山の宝石 (西区)

北九州市教育委員会賞 久保田　千賀子 淡雪 (糸島市)

福岡市長賞 手嶋　矩子 夏が過ぎて (早良区)

福岡市長賞 堀野　栄一 初夏の筑紫耶馬渓 (早良区)

福岡市教育委員会賞 田中　輝雄 宿場 (宗像市)

福岡市文化芸術振興財団賞 近藤　佐和子 或できごと (城南区)
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■書の部 ■デザインの部

最優秀賞（福岡県知事賞） 大久保　豊子 漢詩 (志免町) 最優秀賞（福岡県知事賞） 太田　良子 鉄塔のある風景 (岡垣町)

優秀賞（福岡県美術協会賞） 三島　巨子 若山牧水（秋のうた） (糸島市) 優秀賞（福岡県美術協会賞） 川島　篤三 麦青む (糸島市)

高齢者賞 岩佐　敦子 張栻詩 (飯塚市) 高齢者賞 平城　澄子 老とさげもん (南区)

福岡県社会福祉協議会賞 名切　光子 夏目漱石　俳句一句 (東区) 福岡県社会福祉協議会賞 田中　富士子 マスクの時代 (那珂川市)

福岡県老人クラブ連合会賞 有村　千代子 白帝城最高楼 (筑紫野市) 福岡県老人クラブ連合会賞 井上　文子 手作りおもしろシール (古賀市)

福岡県教育委員会賞 井石　春夫 與謝野晶子の歌 (筑紫野市) 福岡県教育委員会賞 近藤　紀子 それぞれのあの時．．． (飯塚市)

福岡県立美術館長賞 上瀧　豊 漢詩 (行橋市) 福岡県立美術館長賞 木下　まゆみ 無 (春日市)

福岡県文化団体連合会賞 末友　珠美 杜甫詩 (筑紫野市) 奨励賞 飯森　桂子 あなたへ！ (飯塚市)

福岡文化財団賞 白木　清美 照顧脚下 (鞍手町)

北九州市長賞 髙本　静香 三笠の山 (博多区)

北九州市教育委員会賞 樋口　豊子 訂友人春游縹渺 (南区)

福岡市長賞 小栁　節香 觀猟 (城南区)

福岡市教育委員会賞 酒井　友子 良寛の句 (東区)

奨励賞 陶山　紀美子 後赤壁賦 (城南区)

■写真の部

最優秀賞（福岡県知事賞） 高宮　幸子 Fantastic (八幡西区)

優秀賞（福岡県美術協会賞） 長末　俊樹 雪日の造形 (糸田町)

高齢者賞 海出　貴美子 ジャンプ (福智町)

福岡県社会福祉協議会賞 松尾　晃 僕たちのオリンピック (南区)

福岡県老人クラブ連合会賞 山﨑　久己 夜明けの光芒 (太宰府市)

福岡県教育委員会賞 石津　陽一 見守り (福津市)

福岡県立美術館長賞 伊藤　喜代太 飛ぶが如し (南区)

福岡県文化団体連合会賞 中野　政重 参道の地蔵尊 (久留米市)

福岡文化財団賞 吉田　一盛 想い処 (筑紫野市)

北九州市長賞 馬場　光延 涼風に誘われて (須恵町)

北九州市教育委員会賞 尾﨑　和雄 初雪 (東区)

福岡市長賞 久野　清隆 天までとどけ (宮若市)

福岡市教育委員会賞 小路　延幸 休漁日 (嘉麻市)

福岡市教育委員会賞 祝　シゲ江 スタンバイ！ (須恵町)

福岡市文化芸術振興財団賞 因　久 菩提樹に抱かれた遺跡 (粕屋町)

奨励賞 中野　知子 静謐な時 (南区)
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