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24 11/21 368 1 優等 なおみ 小林市野尻町 株式会社　濱崎畜産 耕富士 梅華国 忠富士

31 11/19 201 2 優等 あさひ 小林市 上之薗　正信 勝美利 美穂国 忠富士

5 11/19 396 3 優等 さらら 高原町 江田　修一 耕富士 美穂国 忠富士

36 11/21 221 4 優等 ながおか５５６ 小林市野尻町 竹山　昭徳 梅福久 耕富士 安重守

27 11/19 30 5 優等 ひかる１２６９ 小林市 立山　健二 光圀久 勝平正 福之国

33 11/20 131 6 優等 らいあ えびの市 上野　幸治 耕富士 美穂国 忠富士

48 11/19 21 7 優等 よしふじ 小林市 谷之木　保幸 耕富士 美穂国 日向国

28 11/19 392 8 優等 らむか 高原町 小林秀峰高校 勝美利 耕富士 美穂国

21 11/20 143 9 優等 さわ７４ 小林市 石橋　秀人 満天白清 忠国桜 美穂国

1 11/19 312 壱等 りこ 小林市野尻町 井上　シズ子 富久竜 美穂国 福桜

2 11/21 170 壱等 みいこ７２ 小林市 脇屋敷　誠 宗守富士 真華盛 忠富士

4 11/21 32 壱等 もも 高原町 大濵　一文 耕富士 秀正実 忠富士

6 11/19 290 壱等 よしはな２１５ 小林市野尻町 吉村　貞己 耕富士 勝平正 糸北国

7 11/20 177 壱等 あのこ えびの市 園田　順矢 勝美利 耕富士 美穂国

9 11/19 109 壱等 ひかり 小林市 谷之木　秀幸 耕富士 秀菊安 勝平正

10 11/20 146 壱等 きっか 小林市野尻町 庭山　邦弘 耕富士 美穂国 忠富士

14 11/21 320 壱等 はるえ 小林市 坂下　浩二 満天白清 耕富士 秀菊安

15 11/20 23 壱等 こうめ 小林市須木 春口　幸太 二刀流 忠国桜 勝平正

16 11/21 60 壱等 ともえ４０５ 小林市野尻町 （株）トモエ 宗守富士 勝平正 美穂国

19 11/19 99 壱等 あい３９４ 小林市野尻町 立山　淳二 耕富士 秀百合久 平忠勝

20 11/19 149 壱等 きよまり 小林市 平賀　功一 満天白清 勝平正 茂福

22 11/20 274 壱等 このか 高原町 東郷　徳正 耕富士 美穂国 福之国

23 11/20 276 壱等 とみ 小林市野尻町 川久保　信也 富久竜 美穂国 福之国

26 11/21 120 壱等 はなみずき 高原町 盛永　道男 耕富士 真華盛 勝平正

30 11/20 198 壱等 ひめ１７１ 小林市野尻町 二木　伸之 耕富士 美穂国 勝平正

32 11/20 41 壱等 ともえ４０３ 小林市野尻町 （株）トモエ 耕富士 真華盛 安福久

34 11/21 159 壱等 ふくふじ 高原町 吉田　剛浩 耕富士 義美福 美穂国

35 11/21 164 壱等 第８２９ふじみほ えびの市 坂元　幸保 耕富士 美穂国 忠富士

39 11/20 317 壱等 あきひめ 高原町 内村　悦子 宗守富士 茂洋 安福久

40 11/19 344 壱等 あい３９１ 小林市野尻町 立山　淳二 耕富士 秀正実 勝平正

43 11/20 65 壱等 ながおか５５４ 小林市野尻町 竹山　昭徳 耕富士 勝平正 美穂国

44 11/20 188 壱等 さりい 高原町 入佐　久男 耕富士 美穂国 忠富士

3 11/20 331 弐等 ゆうこう 小林市 永久井　博昭 耕富士 勝平正 福之国

8 11/21 119 弐等 そら 小林市 上野　晃 宗守富士 勝平正 忠富士

11 11/20 62 弐等 ねずこ 高原町 岩崎　広樹 耕富士 秀菊安 忠富士
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12 11/20 273 弐等 ごま 高原町 東郷　徳正 第５安栄 勝平正 忠富士

13 11/19 252 弐等 かんなの３の８ 高原町 入木　勝文 耕富士 菊福秀 忠富士

17 11/21 151 弐等 あや えびの市 堀　辰也 満天白清 耕富士 美穂国

18 11/21 201 弐等 ながれ 小林市野尻町 山下　利久 二刀流 華盛桜 福之国

25 11/21 213 弐等 はる２ えびの市 錦戸　勝 耕富士 美穂国 勝平正

29 11/21 110 弐等 ひろこ 高原町 藤元　義春 満天白清 美穂国 忠富士

37 11/21 256 弐等 はなみずき 小林市野尻町 迫間　紀美弘 耕富士 安重守 忠国桜

38 11/19 65 弐等 ぺこぱ えびの市 肥田木　義信 耕富士 美穂国 安福久

41 11/20 221 弐等 ながおか５５５ 小林市野尻町 竹山　昭徳 耕富士 義美福 勝平正

42 11/19 384 弐等 まどか 小林市野尻町 石塚　友重 耕富士 義美福 安福久

45 11/21 113 弐等 ながおか５５３ 小林市野尻町 竹山　昭徳 耕富士 愛日向 安秀１６５

46 11/20 383 弐等 ９８０ひがしわき えびの市 東脇　勇二 耕富士 秀正実 安福久

47 11/19 42 弐等 ふみの 小林市 木場　雄一 耕富士 美穂国 忠富士


