
■入　賞

氏　名 画　題 作品材質 寸法(㎝) 都府県 氏　名 画　題 作品材質 寸法(㎝) 都府県

大賞 國本　悦生 今、生きて在る　Ⅱ 板 162×162 山口県 溝田　征二 底根の国の 油彩、キャンバス 130×162 福岡県

石橋財団賞 小木曽　誠 雪の中へ 油絵具 162×162 佐賀県 山下　淸 公園からの眺望 水彩 110×144 福岡県

西日本新聞新人賞 峰松　詩織 旅の終わり パネルに綿布、ジェッソ地、油絵具 130×162 佐賀県 梅崎　そ代 run away　Ⅰ 油彩 162×162 福岡県

テレビ西日本賞 植野　綾 あなたといられる。 パネルに綿布、アクリル、油絵具 162×  97 佐賀県 長野　紀子 灯（No.1) 油彩 162×162 熊本県

わだつみ賞 吉谷　正行 現身 油絵 162×162 山口県 大串　誠寿 NEW ROMANTIC ミクスト・メディア 162×162 福岡県

優秀賞 林　　一也 禁断の果実 パネルに布、アクリル画 162×  97 福岡県 稲毛　健蔵 地動説 パネル、油 162×162 佐賀県

優秀賞 猪股　寛昭 queenになれる？ 油彩、アクリル 145×112 福岡県 平田　睦夫 私のいる風景　－磔刑ー ミクスドメディア 162×162 兵庫県

優秀賞 田川　久美子 ある白日夢 新聞紙、アクリル、油 162×162 大阪府 井福　加代子 四季・声 キャンバス、油彩 162×162 熊本県

優秀賞 住井　ますみ 秋の始めには アクリル 130×162 広島県 仁田原　誠 空の見えない公園で・・・「残影」 板、銅版、油彩 115×162 埼玉県

奨励賞 唯井　直美 次女、八重の領域　Ⅰ 油彩、アクリル 162×131 福岡県 井上　あや 俳諧 板パネル 162×162 熊本県

奨励賞 高山　法雄 泥染めの職人 パネル、水彩紙、水彩 130×162 熊本県 田村　眞知子 天上の花 162×130 福岡県

奨励賞 八木　真恵 影日記―AMU 紙、鉛筆 145×112 福岡県 光山　茂 突然の非日常―おちこち2017-2 アクリルオンキャンバス 162×130 茨城県

奨励賞 岡　　啓介 時軸 油彩、テンペラ、アクリル 132×162 香川県 初田　隆 核の時代の祈雨法について（弐） アクリル、グラファイト、木 162×130 兵庫県

島﨑　こずえ 祈り アクリル 162×162 山口県

■入　選 川邊　衣江 静寂の雨 油絵具、麻布 162×130 福岡県

氏　名 画　題 作品材質 寸法(㎝) 都府県 小川　かおり KA観瀑（琴弾の瀧） 木製パネル、珪藻土 162×162 福岡県

中森　順一 オーケストラがやって来た 油彩 162×162 和歌山県 内田　千賀子 バイヨンの微笑み 油彩 162×162 熊本県

横尾　勝博 罐 紙（洋紙） 162×162 佐賀県 山崎　直秀 DRAWING－PHOTOGRAPHY　1704 デジタルプリント、シリコン 162×130 和歌山県

能祖　文雄 蓮池 キャンバス　アクリル 130×162 香川県 野中　勝二 楽園にようこそ 162×162 福岡県

花田　葉子 みんな、元気を出して 油彩 130×162 福岡県 荒木　孝典 5月26日 鉛筆、アクリル 162×140 兵庫県

中村　かよ子 KaBe（立夏・過ぎゆく時） 162×162 福岡県 野中　募 レクイエムすずの兵隊 アクリル 162×162 長崎県

中村　美由紀 生態の壁 Ｂ キャンパス、油彩 162×162 熊本県 石橋　智德 夜の声 油彩、キャンバス 162×162 福岡県

平野　えり My　Diary　Ⅹ 鉛筆、パステル、紙、パネル 130×162 愛知県 高増　千晶 郷海・潮間 ミクストメディア 162×162 長崎県

大久保　雄二 風景の相　Ⅰ 油彩 162×162 熊本県 保富　仁之 悲シミノ富嶽（連） ミクストメディア 130×162 和歌山県

米倉　秀一 千本イチョウにて キャンバス、油彩 130×162 鹿児島県 森田　可子 ｃｌａｓｈ キャンバス、油絵 145×112 埼玉県

小川　政敏 卓上空間 水彩 145×110 福岡県 吉田　慎 A Story teller キャンバス、鉛筆、顔料 162×162 福岡県

三方　斌彦 破壊それは神の怒りか人の試練か 水彩、アルシュ 112×162 兵庫県 増本　大二郎 刻Ⅰ CGプリント 162×162 福岡県

吉田　尚史 セーラームーンとドラゴンボール パネルにキャンバス 112×162 京都府 谷口　祐基子 休日 アクリル、他 162×162 和歌山県

中村　俊雅 CLOVER　Ⅰ 162×162 福岡県 川原　章資 白道シリーズ・ファイナル「受胎告知」 キャンパスに油えのぐ 162×130 広島県

小林　孝夫 象（ショウ）・風 油彩 162×130 熊本県 槇原　慶喜 重圧 油絵 162×162 広島県

永田　啓司 テーマパーク 油彩 162×162 兵庫県 手塚　一夫 昭和30年代。雨の抗口 162×130 福岡県

木寺　渡 7月の蓮根畑 キャンバスに油彩 130×162 熊本県 速水　瑛久 佇む　Ⅳ ミクスドメディア 162×162 奈良県

森　　洋一 朝の市場 アクリル画 130×160 大分県 吉井　宏平 Lost place 2017，02 アクリル、キャンバス 162×162 福岡県

吉田　正勝 舞網 162×130 長崎県 片平　仁 原発頭　Ver.3.5 ターポリンにプリント 162×162 福島県

野田　晋央 Jungle　Tour　ひかる 油彩、キャンバス 162×162 滋賀県 松永　潤二 「私」 油彩、金箔 162×130 福岡県

原　　信之 命の実（Lifenut） アクリル、油彩、オンボード 162×162 福岡県 山本　祐司 マエストロの気色又は夢か現か見た光景 130×162 長野県

望月　昭伸 迫り寄る危機 油彩 162×162 東京都 加藤　賢一 MELTDOWN-2 メルトダウン 162×162 長崎県

美山　都子 間抜けな居そうろう キャンバス、油彩 162×162 福岡県 小牟禮　雄一 Mirage Ⅳ 油彩、キャンバス 162×130 鹿児島県

髙鍋　充 命短かし恋せよ乙女 162×162 福岡県 南波　久 passers-by 箔、油彩 162×162 東京都

清　　忠寿 何処へ（Ⅱ） ボードに油彩 130×162 宮崎県 山本　智之 同じ空の下、未完成な記憶 アクリル 162×130 埼玉県

赤木　克子 トロピカルみやざきⅠ 油彩 160×160 宮崎県 狩野　信喜 Mechanical dreams ～熱・水蒸気～ 紙にドローイング、コラージュ 130×162 福岡県

川嵜　澄枝 海月の時間 油絵具、キャンバス 162×162 福岡県 柄本　薫 転生 油絵具、白亜地、パネル 130×162 佐賀県

坂元　紀雄 相-2017「鏽渋のなかでⅠ」 162×162 宮崎県 八頭司　昂 昨日雨が降ったらしい パネルに綿布、白亜地、アクリル絵具、油絵具 162×162 佐賀県

小倉　孝夫 存在と自由のあいだ キャンバス、油彩 162×130 栃木県 楠瀬　伸和 那智（生命の水） 油彩 162×162 和歌山県

川上　英明 Composition 2017 パネル 162×162 大分県 星加　哲男 環 キャンバス、油彩 162×162 広島県

木村　鉄郎 つながり・脈絡 油彩 162×130 熊本県 山口　賛治 湿原 油彩 162×162 京都府

丸山　寿子 昔日Ⅰ 162×162 宮崎県

人見　春雄 時の風化 アクリル混合 162×162 福岡県

●　出品作家・作品データ


