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31 11/23 328 1 優等 みすあとぜ 高原町 大濵　一文 宗守富士 美穂国 勝平正

8 11/23 329 2 優等 こふく 小林市須木 黒木　領一 富久竜 勝平正 糸北国

27 11/22 298 3 優等 ひかる１３２８ 小林市 立山　健二 耕富士 愛日向 忠富士

33 11/23 743 4 優等 ひかる１３２７ 小林市 立山　健二 宗守富士 耕富士 美穂国

30 11/23 288 5 優等 しあわせ７ 高原町 石山　翔平 富久竜 勝平正 美穂国

17 11/22 96 6 優等 ひかり１５ 小林市須木 黒木　領一 耕富士 平忠勝 華盛桜

14 11/23 257 7 優等 のぞみ 小林市野尻町 迫間　紀美弘 耕富士 美穂国 忠富士

42 11/22 121 8 優等 るい 高原町 湯田　初男 宗守富士 耕富士 美穂国

16 11/21 22 9 優等 すまいる 小林市須木 栗原　浩 宗守富士 勝平正 茂福

1 11/22 245 壱等 かおり えびの市 山之内　小枝子 耕富士 美穂国 秀菊安

4 11/21 86 壱等 あきひめ 高原町 江田　修一 白隆鵬 耕富士 美穂国

6 11/23 150 壱等 れなもり 小林市 平賀　功一 宗守富士 美穂国 忠富士

7 11/21 278 壱等 ひしょう１６１ えびの市 株式会社前園ファーム 耕富士 美穂国 菊福秀

10 11/22 331 壱等 ゆうり 小林市 永久井　博昭 耕富士 勝平正 福之国

11 11/23 160 壱等 ちよこふく 高原町 内村　悦子 福晴茂 秀正実 安福久

13 11/21 206 壱等 ありさ 小林市 木場　雄一 宗守富士 秀正実 忠富士

15 11/21 160 壱等 ちなみ 小林市 谷之木　輝喜 宗守富士 耕富士 秀菊安

20 11/22 252 壱等 みすず 高原町 川野　ゆかり 耕富士 秀正実 美穂国

22 11/22 55 壱等 ながおか５８３ 小林市野尻町 竹山　昭徳 梅華国 美穂国 勝平正

25 11/23 296 壱等 やすか 小林市 三反田　悟 富久竜 勝平正 安平

26 11/21 368 壱等 りり 小林市野尻町 井上　シズ子 富久竜 美穂国 福桜

28 11/23 369 壱等 ゆきむねひさ 高原町 石山　利文 宗守富士 耕富士 安福久

29 11/23 62 壱等 ぱんじぃ 高原町 盛永　道男 神照栄 耕富士 真華盛

34 11/23 49 壱等 ふくはる 高原町 吉田　剛浩 忠美智晴 洋紀久 耕富士

35 11/21 229 壱等 なおこ えびの市 日高　将也 宗守富士 秀正実 富久竜

36 11/22 143 壱等 ともえ４４２ 小林市野尻町 （株）トモエ 満天白清 耕富士 忠富士
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37 11/23 183 壱等 ゆき 高原町 赤井田　令子 宗守富士 愛日向 梅福６

38 11/21 97 壱等 ちえみ２ 小林市 有村　春義 宗守富士 耕富士 安福久

39 11/21 98 壱等 あい４４４ 小林市野尻町 立山　淳二 宗守富士 耕富士 勝平正

40 11/23 299 壱等 りの 高原町 奥野　恵子 美津秋 耕富士 福桜

44 11/22 374 壱等 ひめちゃん 高原町 岩崎　直広 富久竜 勝平正 安福久

2 11/22 188 弐等 すみれ 小林市 岸上　剛 忠美智晴 秀菊安 忠富士

3 11/23 618 弐等 にしかず４４５ 小林市野尻町 西脇　和也 忠菊平 富久竜 美穂国

5 11/22 320 弐等 第２０５まきば 小林市野尻町 原田　基行 美津秋 忠国桜 安重守

9 11/21 276 弐等 おもち 小林市 里岡　広章 美津秋 美穂国 安平

12 11/23 315 弐等 ともえ４４６ 小林市野尻町 （株）トモエ 忠美智晴 美穂国 忠富士

19 11/21 268 弐等 なお６４９ 小林市野尻町 川野　直人 耕富士 美穂国 安福久

21 11/21 76 弐等 ここね 高原町 原田　清美 梅華国 秀正実 勝平正

23 11/21 197 弐等 あき２の３ 小林市 脇屋敷　哲 宗守富士 真華盛 安福久

24 11/23 7 弐等 しげこひめ 高原町 内村　悦子 満天白清 耕富士 茂洋

32 11/23 51 弐等 第９０８ふじこ えびの市 坂元　幸保 耕富士 満天白清 美穂国

41 11/21 239 弐等 めぐみ 小林市 脇屋敷　昇也 耕富士 美穂国 安福久

43 11/23 366 弐等 ひでこ９の９ 小林市野尻町 （株）すぎもと農産 美津秋 耕富士 義美福


