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40 5/21 741 1 優等 ひより 小林市 橋満　義浩 宗守富士 美穂国 勝平正 5/21 741

10 5/19 33 2 優等 まみ 高原町 入佐　康太 満天白清 美穂国 福之国 5/19 33

21 5/19 429 3 優等 さゆり 小林市野尻町 大久保　和彦 耕富士 美穂国 忠富士 5/19 429

16 5/19 233 4 優等 あいこ 小林市野尻町 中村　幹男 福晴茂 忠富士 美穂国 5/19 233

34 5/19 223 5 優等 みつえ 小林市野尻町 田爪　定男 福晴茂 忠国桜 福之国 5/19 223

20 5/21 92 6 優等 りか 小林市須木 川添　一男 耕富士 美穂国 忠富士 5/21 92

37 5/20 7 7 優等 うめ 小林市野尻町 川久保　信也 梅福久 安秀平 美穂国 5/20 7

39 5/20 377 8 優等 みるく 小林市野尻町 庭山　邦弘 満天白清 秀正実 耕富士 5/20 377

1 5/20 335 壱等 わか 小林市須木 八重尾　吉彦 福晴茂 平忠勝 茂福 5/20 335

3 5/19 29 壱等 はずき 小林市 橋満　静雄 富久竜 勝平正 糸北国 5/19 29

4 5/19 212 壱等 ふくはな 小林市 脇屋敷　真智子 福晴茂 真華盛 美穂国 5/19 212

7 5/19 49 壱等 くるこ 高原町 山縣　裕二 白隆鵬 美穂国 勝平正 5/19 49

8 5/21 248 壱等 第８６３ゆり えびの市 坂元　幸保 満天白清 耕富士 福福光 5/21 248

9 5/20 356 壱等 ふじ 小林市 木場　重男 宗守富士 忠高盛 安平 5/20 356

11 5/21 310 壱等 きよふじ 高原町 石山　翔平 耕富士 秀正実 勝忠平 5/21 310

12 5/21 332 壱等 きりしま１９３ えびの市 ＪＡえびの繁殖センタ 白隆鵬 耕富士 勝平正 5/21 332

14 5/21 91 壱等 ひかる１３００ 小林市 立山　健二 秀百合久 忠富士 安福久 5/21 91

15 5/19 79 壱等 ふじ５ 高原町 岡元　縣一 福晴茂 美穂国 忠富士 5/19 79

17 5/20 120 壱等 さわ８６ 小林市 石橋　秀人 福晴茂 勝平正 安重守 5/20 120

18 5/20 163 壱等 第３３いりす 小林市 イリスファームえびの 福晴茂 忠高盛 福之国 5/20 163

19 5/19 451 壱等 みらい 高原町 入木　真一 忠美智晴 福安照 忠富士 5/19 451

22 5/19 460 壱等 もも 小林市野尻町 迫間　紀美弘 宗守富士 忠国桜 安重守 5/19 460

23 5/19 293 壱等 ちふゆ 小林市 里岡　広章 満天白清 耕富士 勝平正 5/19 293

25 5/19 272 壱等 しんもり 小林市 平賀　功一 宗守富士 真華盛 忠富士 5/19 272

26 5/19 231 壱等 ひまわり 高原町 松元　洋也 宗守富士 秀正実 忠富士 5/19 231

27 5/21 178 壱等 第５ふくひで 小林市 山田　和博 耕富士 勝平正 美穂国 5/21 178

29 5/19 41 壱等 かな 小林市須木 重永　良久 神照栄 耕富士 美穂国 5/19 41

30 5/20 336 壱等 あかね 小林市 松ケ迫　吉廣 福晴茂 勝平正 忠富士 5/20 336

35 5/19 350 壱等 ひまわり 小林市 脇屋敷　誠 満天白清 義美福 勝平正 5/19 350

36 5/21 69 壱等 ともえ４２０ 小林市野尻町 （株）トモエ 満天白清 耕富士 菊福秀 5/21 69

41 5/19 283 壱等 やの１２２ 小林市 橋満　光一 満天白清 美穂国 安重守 5/19 283

44 5/19 21 壱等 ちさ 高原町 木佐貫　和宏 宗守富士 耕富士 美穂国 5/19 21

2 5/21 373 弐等 第８６８さちこ えびの市 坂元　幸保 満天白清 忠高盛 日向国 5/21 373

5 5/19 463 弐等 せいな えびの市 日高　将也 秀正実 耕富士 美穂国 5/19 463
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6 5/21 141 弐等 きくこ えびの市 吹上　裕樹 満天白清 秀正実 勝平正 5/21 141

13 5/20 186 弐等 なつ 小林市須木 蔵谷　撮男 耕富士 美穂国 忠富士 5/20 186

24 5/21 238 弐等 ふたば１６１ 高原町 内村　芳照 神照栄 耕富士 安福久 5/21 238

28 5/21 263 弐等 うめふく 小林市野尻町 迫間　紀美弘 梅福久 忠国桜 福之国 5/21 263

31 5/21 158 弐等 第８６２ゆりえ えびの市 坂元　幸保 富久竜 美穂国 忠富士 5/21 158

32 5/21 394 弐等 あい えびの市 塩屋　正 満天白清 忠国桜 勝平正 5/21 394

33 5/20 290 弐等 ひめさかえ 小林市野尻町 上田　茂美 耕富士 満天白清 忠富士 5/20 290

38 5/19 273 弐等 ふたば１５８ 高原町 内村　芳照 満天白清 耕富士 美穂国 5/19 273

42 5/21 411 弐等 きりしま１８３ えびの市 ＪＡえびの繁殖センタ 福晴茂 秀正実 忠富士 5/21 411

43 5/19 22 弐等 あんり 高原町 木佐貫　和宏 宗守富士 美穂国 忠富士 5/19 22


