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43 1/18 167 1 優等 ふくひめ 小林市須木 黒木　領一 耕富士 美穂国 勝平正

24 1/18 36 2 優等 かおる 小林市野尻町 株式会社　濱崎畜産 耕富士 美穂国 勝平正

40 1/20 361 3 優等 ひかる１２８２ 小林市 立山　健二 満天白清 耕富士 勝平正

26 1/20 159 4 優等 みつは３０ 高原町 内村　利晴 耕富士 美穂国 勝平正

19 1/19 307 5 優等 こうひめ 小林市野尻町 山下　文昭 耕富士 美穂国 忠富士

41 1/18 208 6 優等 第８３いりさみほ えびの市 株式会社　坂元農場 耕富士 美穂国 忠富士

17 1/20 289 7 優等 やの１１５ 小林市 橋満　光一 耕富士 秀正実 安重守

3 1/20 200 8 優等 しょうこ 小林市 榎窪　次策 満天白清 耕富士 安福久

1 1/20 761 壱等 ひなり えびの市 黒肱　康男 満天白清 富久竜 勝平正

2 1/18 168 壱等 ひかりひめ 高原町 内村　悦子 宗守富士 秀正実 勝平正

6 1/19 134 壱等 やましん７７３ 小林市 山田　真司 満天白清 真華盛 耕富士

10 1/18 10 壱等 かえで えびの市 山口　義夫 富久竜 福之国 安平

14 1/20 258 壱等 はなこ１２ 高原町 岡元　縣一 二刀流 耕富士 美穂国

15 1/19 72 壱等 わかば えびの市 塩屋　大吾 耕富士 真華盛 忠富士

16 1/18 285 壱等 むねふじ 小林市 谷之木　秀幸 宗守富士 耕富士 勝平正

21 1/19 229 壱等 つつじ 小林市須木 上原　勝 耕富士 美穂国 勝平正

22 1/18 284 壱等 まだむ 高原町 大濵　一文 耕富士 真華盛 美穂国

25 1/18 200 壱等 こうふく３ 高原町 石山　浩文 宗守富士 美穂国 忠富士

27 1/18 191 壱等 わかな５２６ 小林市 杉場　一成 耕富士 美穂国 隆之国

30 1/18 251 壱等 さくらひめ 小林市野尻町 岩屋　マツ子 耕富士 美穂国 忠富士

31 1/18 426 壱等 さくら 高原町 小林秀峰高校 富久竜 秀菊安 忠富士

32 1/20 220 壱等 いちごちゃん 小林市 鬼塚　政治 満天白清 忠国桜 神高福

34 1/18 64 壱等 みなこ 小林市須木 黒木　祐一郎 耕富士 美穂国 福之国

35 1/19 103 壱等 まれももふく 小林市 橋満　宣孝 耕富士 美穂国 菊福秀

36 1/20 428 壱等 かぐら 高原町 原田　慎也 二刀流 忠高盛 福之国

38 1/20 228 壱等 ゆい 小林市 大川平　香 耕富士 勝平正 美穂国

39 1/20 239 壱等 ともえ４１０ 小林市野尻町 （株）トモエ 満天白清 美穂国 百合茂

42 1/18 218 壱等 えりな 小林市 深草　あき子 耕富士 美穂国 忠富士

47 1/18 89 壱等 さくら 小林市野尻町 佐土原　隆 耕富士 勝平正 美穂国

4 1/20 168 弐等 きくひめの３ 小林市野尻町 瀬崎　直人 耕富士 満天白清 忠国桜
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5 1/20 322 弐等 こじはる５６５ 高原町 松山　孝志 宗守富士 美穂国 勝平正

7 1/20 313 弐等 りえ えびの市 中原　安尋 宗守富士 勝平正 美穂国

8 1/20 341 弐等 こはる 小林市野尻町 川久保　信也 宗守富士 耕富士 美穂国

9 1/18 12 弐等 ゆうか 高原町 大濵　一文 満天白清 耕富士 美穂国

11 1/19 197 弐等 ももえ 高原町 松元　洋也 耕富士 晴茂国 忠富士

12 1/19 404 弐等 うっせぇわ 高原町 入佐　康太 耕富士 愛日向 平忠勝

13 1/20 757 弐等 みらい 小林市須木 真方　裕子 耕富士 秀菊安 忠富士

18 1/20 268 弐等 にじゅう 小林市野尻町 下村　美輝 耕富士 勝平正 福之国

20 1/20 210 弐等 りん 小林市野尻町 川久保　信也 満天白清 美穂国 勝平正

23 1/19 154 弐等 第１８９まきば 小林市野尻町 原田　基行 耕富士 真華盛 勝平正

28 1/20 31 弐等 さくら 小林市 黒木　博 満天白清 耕富士 美穂国

29 1/20 271 弐等 なつこ 高原町 岩崎　直広 耕富士 美穂国 安福久

33 1/20 216 弐等 めぐみ９４ 小林市 西種子田　克己 勝光美 秀正実 勝平正

37 1/19 18 弐等 やすこ６０３７ 高原町 岡元　縣一 勝光美 平忠勝 安平

44 1/20 416 弐等 はるか えびの市 中村　友哉 宗守富士 美穂国 忠富士

45 1/18 77 弐等 しんこう１５０ 小林市 市営牧場自主事業 勝光美 忠国桜 安重守

46 1/18 9 弐等 ふたば１４７ 高原町 内村　芳照 満天白清 美穂国 忠富士


