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21 6/20 332 1 優等 ななみ２ 小林市 脇屋敷 誠 耕富士 美穂国 勝平正

16 6/20 140 2 優等 まつこ 小林市 森田 正明 耕富士 美穂国 秀菊安

27 6/18 198 3 優等 ながおか５４１ 小林市野尻町 竹山 ルミ子 満天白清 忠富士 福桜

23 6/20 49 4 優等 みやび４６６ えびの市 横山 大樹 耕富士 美穂国 安福久

46 6/20 57 5 優等 みんく 高原町 曽山 成利 耕富士 美穂国 忠富士

36 6/18 28 6 優等 あき 小林市野尻町 瀬崎 直人 耕富士 勝平正 美穂国

49 6/18 40 7 優等 せんり 高原町 原田 清美 義美福 洋紀久 美穂国

30 6/20 27 8 優等 ひさみ７ 小林市 脇屋敷 まさ子 耕富士 勝平正 福桜

1 6/18 321 壱等 ももこ 小林市野尻町 瀬崎 直人 満天白清 勝平正 糸北国

3 6/19 445 壱等 ぎゃきゅん 高原町 石山 翔平 二刀流 忠富士 安福久

4 6/19 326 壱等 ねずこ 小林市 川畑 明弘 富久竜 秀菊安 忠富士

6 6/18 220 壱等 ここあ 高原町 堀川 信行 耕富士 美穂国 福桜

7 6/18 384 壱等 かつみ 小林市 南薗 知典 勝光美 忠国桜 安重守

10 6/19 435 壱等 まろん 高原町 赤井田 令子 耕富士 秀正実 糸北国

11 6/19 334 壱等 かなこ 高原町 今西 まさ子 満天白清 耕富士 安福久

12 6/20 154 壱等 さかぐちゆきえ 小林市 杉場 一成 満天白清 勝平正 福之国

13 6/20 170 壱等 第６１ふみえ えびの市 坂元 睦子 白隆鵬 勝平正 日向国

14 6/18 177 壱等 なつみ 小林市 満窪 孝次 耕富士 福之国 安平

15 6/18 343 壱等 みさ 小林市 谷之木 秀幸 耕富士 秀菊安 忠富士

17 6/20 405 壱等 こうみ 小林市 永久井 博昭 耕富士 美穂国 忠富士

19 6/18 218 壱等 まり 小林市野尻町 川久保 光夫 梅福久 耕富士 安重守

24 6/19 271 壱等 みちる えびの市 堂原 昭八 満天白清 美穂国 梅福６

25 6/18 91 壱等 しほう８７ 小林市野尻町 農）明野町紫峰牛肥育 富久竜 勝平正 福之国

26 6/18 199 壱等 ほたる３３１ 小林市 新田 耕蔵 耕富士 美穂国 勝平正

29 6/19 446 壱等 きよるん 高原町 石山 翔平 耕富士 秀正実 勝忠平

31 6/19 63 壱等 なお５５７ 小林市野尻町 川野 直人 秀正実 美穂国 忠富士

35 6/19 436 壱等 ふじはな 高原町 赤井田 光秋 耕富士 秀正実 花幸平

37 6/18 107 壱等 ながおか５４０ 小林市野尻町 竹山 昭徳 満天白清 耕富士 美穂国

38 6/19 142 壱等 あきこ 小林市野尻町 迫間 紀美弘 耕富士 勝平正 茂福

39 6/20 259 壱等 みだいさま 小林市 永久井 博昭 耕富士 勝平正 福之国

41 6/20 207 壱等 うしわか３００ 小林市 今村 鉄男 耕富士 美穂国 忠富士

42 6/20 382 壱等 ともえ３８５ 小林市野尻町 （株）トモエ 勝光喜 真華盛 美穂国

43 6/18 324 壱等 うぶきさん 高原町 寺前 辰哉 耕富士 真華盛 忠富士

44 6/19 118 壱等 みな えびの市 塩屋 大吾 耕富士 美穂国 忠富士

45 6/19 447 壱等 第４ふくひで 小林市 山田 和博 宗守富士 勝平正 美穂国
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47 6/20 238 壱等 ふあ 小林市 森岡 伸一 耕富士 美穂国 安平

48 6/18 21 壱等 ほおずき 小林市 里岡 広章 耕富士 勝平正 美穂国

51 6/20 750 壱等 ひめこ えびの市 日高 将也 耕富士 美穂国 安福久

52 6/18 62 壱等 やの１０６ 小林市 橋満 光一 耕富士 秀正実 忠富士

53 6/18 445 壱等 ねずこ 高原町 岩崎 直広 勝美利 忠国桜 安重守

55 6/20 173 壱等 ふたば１２７ 高原町 内村 芳照 満天白清 耕富士 安福久

57 6/18 252 壱等 ひかる１２４８ 小林市 立山 健二 宗守富士 忠国桜 美穂国

60 6/20 447 壱等 れいふじ 高原町 木佐貫 和宏 宗守富士 美穂国 忠富士

2 6/19 294 弐等 ふみ えびの市 吹上 裕樹 耕富士 美穂国 福之国

5 6/20 60 弐等 第１８６まきば 小林市野尻町 原田 基行 満天白清 梅福久 忠富士

8 6/20 214 弐等 さゆりふじ 小林市 今村 安宏 宗守富士 美穂国 忠富士

9 6/20 745 弐等 みつは 高原町 吉田 正弘 美穂国 秀菊安 忠富士

18 6/18 42 弐等 ふくむすめ４０１ 小林市野尻町 水元 通男 耕富士 勝平正 安福久

20 6/20 50 弐等 いちこ 小林市 水流 和人 耕富士 美穂国 福桜

22 6/18 53 弐等 かつふじ 小林市 今村 安宏 耕富士 勝平正 福桜

28 6/19 273 弐等 なつみ 小林市野尻町 小野田 政光 満天白清 美穂国 勝平正

32 6/19 119 弐等 かつみ えびの市 塩屋 大吾 勝光美 勝平正 忠富士

33 6/18 176 弐等 のぞみ えびの市 新天寺 守 耕富士 美穂国 忠富士

34 6/19 252 弐等 のぞみ 高原町 田上 和春 宗守富士 美穂国 糸茂勝

40 6/18 116 弐等 りかこ 小林市 西田 秀二 忠美智晴 菊福秀 忠富士

50 6/20 217 弐等 ありす 小林市野尻町 嶺石 博 耕富士 義美福 忠富士

54 6/19 282 弐等 もみじ 小林市野尻町 株式会社 濱崎畜産 満天白清 富久竜 梅福６

56 6/20 175 弐等 ももか 小林市 迫 修一 秀正実 勝平正 福之国

58 6/19 251 弐等 なつむ えびの市 遠目塚 了 洋紀久 勝平正 福之国

59 6/20 101 弐等 りか 小林市 松ケ迫 吉廣 耕富士 美穂国 勝平正

61 6/20 26 弐等 こまち 小林市野尻町 東 孝一 義美福 美穂国 日向国


