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42 1/18 163 1 優等 ながおか５８９ 小林市野尻町 竹山　昭徳 二刀流 耕富士 糸北国 1/18 163

40 1/20 345 2 優等 みやび５４２ えびの市 横山　大樹 宗守富士 耕富士 安福久 1/20 345

37 1/18 200 3 優等 みみ 高原町 大濵　一文 宗守富士 美穂国 耕富士 1/18 200

28 1/18 279 4 優等 ひかる１３４０ 小林市 立山　健二 美津秋 耕富士 美穂国 1/18 279

7 1/19 470 5 優等 ふくみ 小林市 谷之木　秀幸 富久竜 美穂国 福之国 1/19 470

30 1/19 335 6 優等 せり 高原町 入木　真一 宗守富士 美穂国 忠富士 1/19 335

8 1/20 200 7 優等 あとぜ４３３ 小林市野尻町 土居　義信 二刀流 秀菊安 美穂国 1/20 200

14 1/19 133 8 優等 ひでみ３ 小林市 大牟田　昭義 桃白鵬 耕富士 秀正実 1/19 133

22 1/20 400 9 優等 ながおか５９１ 小林市野尻町 竹山　ルミ子 耕富士 美穂国 福之国 1/20 400

1 1/19 9 壱等 みどり えびの市 山之内　小枝子 宗守富士 美穂国 秀菊安 1/19 9

2 1/20 177 壱等 第９２４たまみ えびの市 坂元　幸保 富久竜 梅次郎（宮崎） 秀正実 1/20 177

5 1/18 201 壱等 ゆうこ 小林市 脇屋敷　誠 満天白清 美穂国 忠富士 1/18 201

6 1/19 119 壱等 ぶんぶん８８ 高原町 瀬戸山　文男 二刀流 耕富士 秀正実 1/19 119

9 1/20 331 壱等 ほのか えびの市 塩屋　大吾 白隆鵬 美穂国 菊福秀 1/20 331

16 1/20 103 壱等 みちこ 小林市野尻町 株式会社　濱崎畜産 耕富士 勝平正 糸北国 1/20 103

17 1/20 158 壱等 ひな 小林市野尻町 川久保　信也 秀百合久 勝平正 福之国 1/20 158

18 1/18 231 壱等 るい 高原町 温水　正二 二刀流 美穂国 福之国 1/18 231

23 1/19 134 壱等 ひなな 高原町 木佐貫　和宏 二刀流 真華盛 耕富士 1/19 134

24 1/20 344 壱等 みやび５４５ えびの市 横山　大樹 美津秋 義美福 忠富士 1/20 344

25 1/20 750 壱等 ふじの１０ 小林市野尻町 （株）すぎもと農産 富久竜 義美福 勝平正 1/20 750

26 1/19 168 壱等 あい４５２ 小林市野尻町 立山　淳二 富久竜 真華盛 忠富士 1/19 168

27 1/20 93 壱等 ももえ７の２ 小林市 脇屋敷　まさ子 秀正実 満天白清 勝平正 1/20 93

29 1/18 107 壱等 さくら 高原町 藤元　義春 宗守富士 美穂国 安福久 1/18 107

31 1/20 300 壱等 ももか１の１ 小林市 脇屋敷　まさ子 秀正実 耕富士 美穂国 1/20 300

33 1/20 112 壱等 みどりここ 高原町 東郷　徳正 満天白清 耕富士 安重守 1/20 112

34 1/18 261 壱等 やよい 小林市野尻町 山下　利久 二刀流 耕富士 梅福６ 1/18 261

35 1/18 394 壱等 さゆり 小林市野尻町 株式会社　濱崎畜産 耕富士 美穂国 忠富士 1/18 394

36 1/19 421 壱等 第２０７まきば 小林市野尻町 原田　基行 勝美利 義美福 富久竜 1/19 421

38 1/18 361 壱等 きりしま２３７ えびの市 ＪＡえびの繁殖センタ 二刀流 耕富士 安重守 1/18 361

39 1/19 445 壱等 なお６５５ 小林市野尻町 川野　直人 耕富士 美穂国 安福久 1/19 445
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44 1/18 446 壱等 よしむらしおり 小林市 杉場　一成 耕富士 秀正実 安福久 1/18 446

46 1/19 338 壱等 ひなた 小林市野尻町 相牟田　稔 二刀流 耕富士 秀菊安 1/19 338

3 1/20 410 弐等 はる 高原町 岩崎　広樹 宗守富士 満天白清 忠富士 1/20 410

4 1/18 31 弐等 みれい 高原町 田中　博幸 宗守富士 満天白清 美穂国 1/18 31

10 1/18 304 弐等 つやひめ 小林市野尻町 上田　茂美 二刀流 美穂国 忠富士 1/18 304

11 1/20 114 弐等 ひめ１８７ 小林市野尻町 二木　伸之 白隆鵬 耕富士 茂洋 1/20 114

12 1/19 33 弐等 あすか 小林市 増田　久人 宗守富士 美穂国 安福久 1/19 33

13 1/19 394 弐等 なのはな 高原町 山田　祐二 二刀流 忠国桜 美穂国 1/19 394

15 1/19 359 弐等 こう１ 高原町 岡元　縣一 神照栄 耕富士 美穂国 1/19 359

19 1/18 253 弐等 みつえ 高原町 赤井田　令子 美津秋 愛日向 忠富士 1/18 253

20 1/20 333 弐等 のりまき 小林市 森岡　伸一 耕富士 勝光美 忠富士 1/20 333

21 1/20 423 弐等 めぐみ えびの市 日高　将也 宗守富士 耕富士 美穂国 1/20 423

32 1/18 85 弐等 ともえ４５１ 小林市野尻町 （株）トモエ 満天白清 耕富士 秀正実 1/18 85

41 1/20 199 弐等 ななちゃん 小林市 橋満　光一 宗守富士 耕富士 安平 1/20 199

43 1/18 211 弐等 はるこ えびの市 大竹　勝美 富久竜 美穂国 安平 1/18 211

45 1/20 148 弐等 第１０３２ひがし えびの市 東脇　勇二 神照栄 耕富士 美国桜 1/20 148


