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回 受賞者 回 受賞者

第1回 文学 小説 原田 種夫 第13回 文学 俳句 大山 安太郎

(S51年) 文学 短歌 持田 勝穂 (S63年) 美術 彫刻 緒方 敏雄

美術 洋画 伊藤 研之 美術 染織 鳥巣 水子

美術 彫刻 冨永 朝堂 音楽 合唱 平島 邦央

音楽 作曲 今 史朗 狂言 城戸 勘三郎

第2回 文学 短歌 手島 一路 第14回 文学 小説 北川 晃二

(S52年) 美術 洋画 青木 壽 (H元年) 文学 小説 杉本 章子

音楽 ピアノ 佐藤 博子 美術 洋画 菊畑 茂久馬

音楽 作曲 森脇 憲三 音楽 邦楽 今野 須美恵

第3回 郷土史 筑紫 豊 第15回 文学 詩 黒田 達也

(S53年) 美術 グラフィックデザイン 西島 伊三雄 (H2年) 美術 洋画 赤星 信子

音楽 オーケストラ 財団法人 九州交響楽団 音楽 邦楽 富士田 新之助

第4回 文学 大塚 幸男 能楽 笠井 改

(S54年) 音楽 邦楽 筑紫 歌都子 華道 安川 初春

演劇 嵐 三五郎 第16回 文学 ノンフィクション 森崎 和江

第5回 文学 俳句 小原 菁々子 (H3年) 美術 日本画 小野 茂明

(S55年) 美術 工芸 小川 善三郎 音楽 合唱 松本 省一

美術 彫刻 広瀬 不可止 映像 木村 榮文

音楽 指揮 安永 武一郎 邦舞 西川 鯉近

第6回 美術 洋画 木下 邦子 第17回 美術 日本画 木原 信

(S56年) 美術 書 池邉 松堂 (H4年) 美術 工芸 古野 泰助

音楽 邦楽 深海 澄子 音楽 洋楽 内山 信

文学 詩 ALMÉEの会 郷土史 柳 猛直

第7回 文学 詩 山田 牙城 第18回 文学 小説 中村 光至

(S57年) 美術 洋画 足達 襄 (H5年) 美術 工芸 西頭 哲三郎

音楽 邦楽 森田 定子 美術 写真 榊 晃弘

音楽 邦楽 嶺 旭蝶 音楽 洋楽 福田 伸光

音楽 邦楽 中村 旭園 郷土史 江頭 光

第8回 文学 小説 白石 一郎 第19回 文学 詩 各務 章

(S58年) 美術 洋画 赤星 孝 (H6年) 音楽 洋楽 藤村 佑子

美術 書 石川 筑舟 音楽 洋楽 三浦 國彦

音楽 オペラ 西日本オペラ協会「コンセール・ピエール」 美術 デザイン 葉 祥栄

第9回 文学 詩 一丸 章 第20回 文学 詩 山本 哲也

(S59年) 文学 小説 高樹 のぶ子 (H7年) 美術 彫刻 豊福 知徳

美術 写真 清水 一洲 第21回 美術 彫刻 柴田 善二

邦舞 藤間 勢之助 (H8年) 美術 工芸 亀井 味楽

邦舞 泉 徳三 漫画 堀田 かつひこ

第10回 文学 俳句 江口 竹亭 第22回 美術 彫刻 菊竹 清文

(S60年) 美術 彫刻 原田 新八郎 (H9年) 狂言 日下部 禮藏

音楽 洋楽 福岡モーツァルトアンサンブル 漫画 坂井 せいごう

小型映画 中山 太郎 郷土史 廣渡 正利

第11回 美術 写真 片山 摂三 第23回 音楽 指揮 フォルカー・レニッケ

(S61年) 華道 白石 竹泉 (H10年) 音楽 邦楽 筑紫 美代子

華道 吉開 筧洞 美術 彫刻 中西 久吉

邦舞 藤間 勘志満 郷土史 髙田 茂廣

バレエ 福岡市バレエ協会 第24回 文学 詩 野田 寿子

第12回 文学 小説 夏樹 静子 (H11年) 文学 俳句 岡部 六弥太

(S62年) 美術 彫刻 小田部 泰久 美術 洋画 長谷川 陽三

美術 書 田村 寿麻 能楽 鷹尾 祥史

能楽 坂口 雅介

分野 分野



回 受賞者 回 受賞者

第25回 文学 詩 柴田 基孝 第41回 文学 小説 安部 龍太郎

(H12年) 美術 洋画 田部 光子 (H28年) 音楽 邦楽 渡辺 鈴士

美術 版画 大場 正男 音楽 邦楽 河原 久子

郷土史 佐々木 哲哉 落語 立川 生志

第26回 文学 詩 龍 秀美 第42回 文学 小説 東山 彰良

(H13年) 文学 評論 花田 俊典 (H29年) 文学 小説 矢野 隆

美術 洋画 舟木 富治 音楽 指揮 小泉 和裕

美術 書 松田 朴伝 舞台 舞踏 原田 伸雄

第27回 文学 評論 中野 三敏 第43回 美術 工芸 福島 善三

(H14年) 音楽 洋楽 吉田 由布子 (H30年) 美術 デザイン 谷口 亮

郷土史 近藤 典二 メディア芸術 映像 中村 俊介

華道 安川 義之 第44回 文学 短歌 桜川 冴子

第28回 美術 洋画 滝 純一 (R元年) 美術 写真 百瀬 俊哉

(H15年) 美術 工芸 小川 規三郎 音楽 洋楽 吉田 眞理

郷土史 奥村 武 邦舞 藤間 勢之助

第29回 文学 短歌 山埜井 喜美枝 第45回 文学 小説 古川　真人

(H16年) 美術 洋画 宇田川 宣人 (R2年) 音楽 邦楽 渡辺　シズ

音楽 洋楽 趙 国良 美術 書道 井上　一光

郷土史 吉永 正春 華道 片山　健

第30回 美術 彫刻 木戸 龍一 第46回 文学 詩 石松　佳

(H17年) 美術 工芸 釜我 敏子 (R3年) 美術 彫刻 片山　博詞

音楽 洋楽 大山 平一郎 映像 映画 伊藤　高志

第31回 美術 日本画 榊 孝陽 第47回 能楽 坂口　信男

(H18年) 能楽 粟谷 幸雄 (R4年) 生活文化 照明デザイン 松下　美紀

漫画 長谷川 法世 音楽 邦楽 和楽団ジャパンマーベラス

第32回 文学 小説 白石 一文

(H19年) 美術 彫刻 高倉 準一

美術 版画 小川 幸一

美術 写真 藤本 健八

第33回 文学 詩 渡辺 玄英

(H20年) 美術 洋画 光行 洋子

美術 現代美術 村上 勝

音楽 洋楽 岩崎 大輔

第34回 美術 彫刻 池松 一隆

(H21年) 音楽 洋楽 栗田 哲海

映像 江口 カン

第35回 文学 詩 松本 圭二

(H22年) 美術 洋画 引頭 勘治

美術 染織 甲木 恵都子

音楽 洋楽 中村 滋延

第36回 文学 詩 樋口 伸子

(H23年) 美術 洋画 山田 依子

第37回 美術 工芸 中村 信喬

(H24年) 郷土史 石瀧 豊美

第38回 文学 俳句 伊藤 通明

(H25年) 音楽 洋楽 三浦 宣明

第39回 映画 大島 由加里

(H26年) 美術 洋画 久保 輝秋

第40回 漫画 うえやま とち

(H27年) ゲーム 日野 晃博

分野 分野


