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9 9/18 40 1 優等 かずえ２ 高原町 大濵　一文 宗守富士 美穂国 福之国 9/18 40

28 9/17 347 2 優等 あきこ 小林市野尻町 株式会社　濱崎畜産 美津秋 美穂国 忠富士 9/17 347

4 9/18 68 3 優等 ももこ３ 小林市 脇屋敷　まさ子 福晴茂 耕富士 勝平正 9/18 68

13 9/17 115 4 優等 やましん７９２ 小林市 山田　真司 耕富士 秀正実 忠富士 9/17 115

35 9/19 107 5 優等 すずひめ６２２ 小林市 橋満　裕治 二刀流 美穂国 菊福秀 9/19 107

27 9/17 104 6 優等 えいす 小林市須木 黒木　祐一郎 耕富士 勝光喜 美穂国 9/17 104

6 9/17 48 7 優等 えりざべす 高原町 小林秀峰高校 福晴茂 耕富士 美穂国 9/17 48

36 9/17 57 8 優等 すずひめ６２１ 小林市 橋満　裕治 福晴茂 華盛桜 勝平正 9/17 57

1 9/17 256 壱等 みつさくら 小林市 永久井　博昭 美津秋 安重守 福之国 9/17 256

2 9/19 271 壱等 さわ９５ 小林市 石橋　秀人 宗守富士 耕富士 美穂国 9/19 271

3 9/17 258 壱等 ひな 小林市 小畠　チズ 白隆鵬 秀正実 美穂国 9/17 258

7 9/17 9 壱等 ながおか５７７ 小林市野尻町 竹山　昭徳 白隆鵬 愛日向 安重守 9/17 9

8 9/17 388 壱等 るい 高原町 原田　清美 宗守富士 美穂国 忠富士 9/17 388

10 9/18 101 壱等 めりぃ 高原町 盛永　道男 満天白清 耕富士 安福久 9/18 101

14 9/19 98 壱等 第１０８べっぷ えびの市 株式会社　坂元農場 白隆鵬 忠高盛 美穂国 9/19 98

15 9/17 180 壱等 ありす 高原町 入佐　久男 宗守富士 秀正実 勝平正 9/17 180

17 9/17 204 壱等 第８９６みすず えびの市 坂元　幸保 満天白清 白鵬８５の３ 勝平正 9/17 204

19 9/19 67 壱等 きりしま２１４ えびの市 ＪＡえびの繁殖センタ 宗守富士 秀正実 耕富士 9/19 67

23 9/18 401 壱等 みれい えびの市 日高　将也 宗守富士 真華盛 耕富士 9/18 401

24 9/19 358 壱等 ゆづき 高原町 山田　祐二 二刀流 耕富士 美穂国 9/19 358

25 9/18 88 壱等 こころ えびの市 堂原　昭八 耕富士 満天白清 勝平正 9/18 88

26 9/19 268 壱等 みちふじ 小林市須木 中別府　完爾 耕富士 勝平正 日向国 9/19 268

29 9/18 403 壱等 はるよし 小林市 森田　悠斗 宗守富士 美穂国 忠富士 9/18 403

30 9/17 270 壱等 まひる 小林市 八木　祐子 勝美利 義美福 美穂国 9/17 270

31 9/18 183 壱等 ひかる１３１１ 小林市 立山　健二 福晴茂 勝平正 忠富士 9/18 183

37 9/18 378 壱等 ふたば１６８ 高原町 内村　芳照 満天白清 耕富士 美穂国 9/18 378

38 9/17 178 壱等 ひなじょ１４１ 小林市野尻町 下村　美輝 福晴茂 真華盛 忠富士 9/17 178

5 9/18 414 弐等 えるさ 小林市野尻町 原田　優子 福晴茂 愛日向 勝平正 9/18 414

11 9/18 193 弐等 きよふみ 高原町 温水　孝洋 満天白清 忠国桜 安重守 9/18 193

12 9/19 63 弐等 こくばる２６２ 小林市野尻町 永迫　悟 富久竜 耕富士 美穂国 9/19 63

16 9/17 189 弐等 きく１２２ 小林市 吉留　久美 福晴茂 美穂国 秀菊安 9/17 189

18 9/18 138 弐等 きらめき２２ えびの市 色増　拓真 秀百合久 愛日向 耕富士 9/18 138

20 9/17 334 弐等 みつは３６ 高原町 内村　利晴 満天白清 耕富士 美穂国 9/17 334

21 9/18 358 弐等 ともえ４３６ 小林市野尻町 （株）トモエ 富久竜 花国春 忠富士 9/18 358
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22 9/18 345 弐等 ちさ 高原町 奥野　恵子 忠美智晴 愛日向 福之国 9/18 345

32 9/18 323 弐等 ひかり 高原町 日高　鉄男 白隆鵬 耕富士 晴茂国 9/18 323

33 9/17 177 弐等 あやか２６ 小林市 筧　春彦 宗守富士 勝平正 美穂国 9/17 177

34 9/19 22 弐等 ふくひめ３４の７ 小林市野尻町 竹野　新一郎 耕富士 美穂国 福之国 9/19 22

39 9/18 107 弐等 べんていが 小林市 山田　宏樹 勝光美 耕富士 美穂国 9/18 107


