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1 6/20 410 1 優等 しんこう１９０ 小林市 市営牧場自主事業 勝美利 美穂国 忠富士 6/20 410

41 6/20 86 2 優等 いりす１９３ 小林市 イリスファーム 耕富士 美穂国 忠富士 6/20 86

31 6/18 122 3 優等 ひかり１２ 小林市須木 黒木　領一 耕富士 平忠勝 華盛桜 6/18 122

22 6/18 329 4 優等 かな 小林市須木 川添　一男 耕富士 美穂国 忠富士 6/18 329

34 6/18 339 5 優等 くくり 小林市野尻町 庭山　弘人 満天白清 耕富士 梅福６ 6/18 339

30 6/20 260 6 優等 れな 高原町 山田　祐二 耕富士 満天白清 洋紀久 6/20 260

4 6/18 188 7 優等 つき 高原町 宮田　信浩 宗守富士 勝平正 福之国 6/18 188

35 6/20 128 8 優等 第９９さくら えびの市 株式会社　坂元農場 洋紀久 美穂国 忠富士 6/20 128

2 6/19 221 壱等 ちさと 小林市野尻町 株式会社　濱崎畜産 福晴茂 美穂国 忠富士 6/19 221

3 6/19 189 壱等 りさ６４ 小林市 斉藤　憲之 福晴茂 美穂国 百合茂 6/19 189

6 6/20 9 壱等 もずく 小林市野尻町 栓山　喜久雄 宗守富士 美穂国 秀菊安 6/20 9

8 6/19 257 壱等 ふくふくきた えびの市 深瀬　浩一 福晴茂 富久竜 糸北国 6/19 257

9 6/18 143 壱等 第５４２かえら えびの市 井川原　修 福晴茂 美穂国 忠富士 6/18 143

11 6/20 452 壱等 ななみ３ 小林市 脇屋敷　誠 宗守富士 美穂国 勝平正 6/20 452

12 6/20 442 壱等 あや 小林市野尻町 井上　シズ子 福晴茂 忠国桜 勝平正 6/20 442

14 6/19 290 壱等 ひなの えびの市 中原　安尋 福晴茂 美穂国 安平 6/19 290

17 6/19 388 壱等 みなみ 高原町 増田　陽一 白隆鵬 福安照 忠富士 6/19 388

18 6/20 269 壱等 なつひめ 小林市 黒木　博 耕富士 美穂国 福之国 6/20 269

21 6/18 129 壱等 まゆみ 小林市 橋満　厚男 宗守富士 勝平正 福之国 6/18 129

24 6/19 327 壱等 こころ２２３ 小林市 岡原　君男 秀百合久 美穂国 福之国 6/19 327

27 6/19 224 壱等 ひなた 高原町 盛永　道男 耕富士 秀菊安 勝平正 6/19 224

28 6/19 380 壱等 ともえ４２７ 小林市野尻町 （株）トモエ 宗守富士 真華盛 勝平正 6/19 380

38 6/19 265 壱等 みあ 高原町 久保田　信男 耕富士 神之郷 平忠勝 6/19 265

39 6/20 185 壱等 ゆあ 小林市野尻町 天里　幸弘 耕富士 勝光美 勝平正 6/20 185

40 6/18 175 壱等 みつは３３ 高原町 内村　利晴 勝美利 耕富士 安福久 6/18 175

43 6/18 406 壱等 まいしりん 小林市野尻町 下村　美輝 宗守富士 洋紀久 忠富士 6/18 406

5 6/19 36 弐等 みやび５１６ えびの市 横山　大樹 宗守富士 美穂国 勝平正 6/19 36

7 6/19 45 弐等 さとみ 小林市野尻町 山村　良作 満天白清 耕富士 美穂国 6/19 45

10 6/18 439 弐等 えま 小林市野尻町 株式会社　濱崎畜産 神照栄 美穂国 忠富士 6/18 439

13 6/18 144 弐等 ゆか 小林市 中島　ちどり 満天白清 耕富士 美穂国 6/18 144

15 6/19 377 弐等 第６まさみ 小林市 有村　春義 福晴茂 勝平正 忠富士 6/19 377

16 6/18 275 弐等 きみこ 小林市野尻町 竹田　浩一 耕富士 美穂国 勝平正 6/18 275

19 6/20 432 弐等 うめぐに７ 高原町 岡元　縣一 宗守富士 忠国桜 秀菊安 6/20 432

20 6/18 121 弐等 さやこ 小林市 平賀　功一 耕富士 美穂国 忠富士 6/18 121
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25 6/19 158 弐等 にしかず４３４ 小林市野尻町 西脇　和也 福晴茂 美穂国 忠富士 6/19 158

26 6/18 50 弐等 じょるの 小林市 荒武　涼太 宗守富士 耕富士 勝忠平 6/18 50

29 6/20 107 弐等 ひまり 高原町 江田　修一 宗守富士 耕富士 安福久 6/20 107

32 6/18 288 弐等 みいけ１１４ 小林市 ＪＡこばやし繁殖放牧 勝美利 満天白清 忠国桜 6/18 288

33 6/18 130 弐等 はるふく 高原町 木佐貫　和宏 福晴茂 晴茂国 美穂国 6/18 130

36 6/20 301 弐等 みつえ 小林市野尻町 田爪　定男 耕富士 美穂国 福之国 6/20 301

37 6/20 31 弐等 きりしま１９８ えびの市 ＪＡえびの繁殖センタ 勝美利 秀正実 忠富士 6/20 31

42 6/20 367 弐等 ころころ 小林市 森岡　伸一 勝光美 勝平正 福之国 6/20 367

44 6/19 114 弐等 やましん７８４ 小林市 山田　真司 満天白清 耕富士 美穂国 6/19 114

23 6/19 20 欠 きぼう１７９ 小林市 森田　正明 満天白清 勝光美 勝平正 6/19 20


