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24 3/19 362 1 優等 すず 小林市 森田　直也 秀百合久 耕富士 美穂国 3/19 362

14 3/18 183 2 優等 ひなじょ１５２ 小林市野尻町 下村　美輝 耕富士 美穂国 勝平正 3/18 183

54 3/18 129 3 優等 まりか 小林市野尻町 野下　幹夫 二刀流 耕富士 美穂国 3/18 129

42 3/20 336 4 優等 はなこ 高原町 山田　祐二 耕富士 美穂国 勝平正 3/20 336

53 3/18 126 5 優等 えつこ 小林市野尻町 庭山　弘人 二刀流 満天白清 忠国桜 3/18 126

6 3/19 154 6 優等 よしこ えびの市 入佐　幸男 二刀流 耕富士 美穂国 3/19 154

2 3/20 736 7 優等 ひかる１３５０ 小林市 立山　健二 光麗鵬 耕富士 勝平正 3/20 736

38 3/19 352 8 優等 こうめ 小林市 正覚　和彦 富久竜 勝平正 福桜 3/19 352

60 3/20 302 9 優等 ふたば１８２ 高原町 内村　芳照 耕富士 美穂国 忠富士 3/20 302

1 3/19 328 10 優等 ひかる１３５１ 小林市 立山　健二 耕富士 美穂国 勝平正 3/19 328

3 3/19 120 壱等 第９３３はな えびの市 坂元　幸保 二刀流 愛日向 忠国桜 3/19 120

9 3/20 383 壱等 みやび 小林市 小畠　チズ 耕富士 満天白清 勝平正 3/20 383

10 3/18 236 壱等 みやび５５２ えびの市 横山　大樹 美津白鵬 真華盛 忠富士 3/18 236

11 3/19 153 壱等 まいひめ 小林市野尻町 迫間　紀美弘 梅守弘 耕富士 福之国 3/19 153

12 3/19 355 壱等 ともえ４５７ 小林市野尻町 （株）トモエ 二刀流 耕富士 美穂国 3/19 355

13 3/20 394 壱等 なつこ 小林市野尻町 田爪　定男 耕富士 満天白清 忠富士 3/20 394

16 3/20 228 壱等 はなゆり 小林市 門松　幸夫 秀百合久 忠富士 福之国 3/20 228

18 3/18 319 壱等 りこ 小林市須木 川添　一男 耕富士 宗守富士 美穂国 3/18 319

19 3/19 163 壱等 なつ 小林市 松元　敏郎 二刀流 耕富士 勝平正 3/19 163

21 3/18 377 壱等 のの えびの市 盛田　美次 二刀流 美穂国 忠富士 3/18 377

22 3/20 215 壱等 ひかる１３４８ 小林市 立山　健二 二刀流 耕富士 美穂国 3/20 215

25 3/18 308 壱等 ひめ１９１ 小林市野尻町 二木　眞喜子 宗守富士 秀正実 勝平正 3/18 308

27 3/19 239 壱等 くりぃむ 高原町 盛永　道男 二刀流 秀菊安 勝平正 3/19 239

28 3/18 336 壱等 ゆうこ えびの市 深瀬　照二 宗守富士 忠国桜 美穂国 3/18 336

32 3/20 171 壱等 あじさい 小林市 古川　敬朗 二刀流 美穂国 忠富士 3/20 171

35 3/20 195 壱等 まつりゅう 小林市 大久津　雄一 富久竜 美穂国 華盛桜 3/20 195

37 3/19 22 壱等 かなで 小林市野尻町 佐土原　隆 富久竜 秀正実 福之国 3/19 22

40 3/20 316 壱等 のぞみ１ 小林市須木 片地　忠雄 白隆鵬 耕富士 秀百合久 3/20 316

41 3/20 248 壱等 いぃよぉ 小林市 鳥越　浩 宗守富士 勝平正 美穂国 3/20 248

43 3/18 163 壱等 はな 小林市須木 黒木　祐一郎 宗守富士 耕富士 梅福６ 3/18 163
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45 3/19 141 壱等 つばさ 小林市 脇屋敷　照夫 耕富士 勝平正 福桜 3/19 141

47 3/19 206 壱等 第５６４くみこ えびの市 井川原　修 二刀流 美穂国 忠富士 3/19 206

51 3/18 358 壱等 くろごま 小林市 里岡　広章 二刀流 耕富士 梅福６ 3/18 358

52 3/19 18 壱等 第１０４０ひがし えびの市 東脇　勇二 宗守富士 耕富士 安福久 3/19 18

55 3/19 150 壱等 第１０３９ひがし えびの市 東脇　勇二 二刀流 美穂国 忠富士 3/19 150

58 3/19 209 壱等 あやみ 高原町 大濵　一文 宗守富士 耕富士 福之国 3/19 209

59 3/20 192 壱等 ことぶき 小林市須木 八重尾　吉彦 二刀流 耕富士 福桜 3/20 192

4 3/20 251 弐等 ふくこ 高原町 荒殿　博美 宗守富士 耕富士 勝平正 3/20 251

5 3/19 228 弐等 ともえ４５９ 小林市野尻町 （株）トモエ 美津秋 満天白清 耕富士 3/19 228

7 3/18 192 弐等 あさこの１ 小林市野尻町 瀬崎　直人 白隆鵬 美穂国 忠富士 3/18 192

8 3/18 357 弐等 ながおか５９３ 小林市野尻町 竹山　昭徳 宗守富士 耕富士 秀正実 3/18 357

15 3/20 76 弐等 せとか 高原町 江田　修一 宗守富士 美穂国 忠富士 3/20 76

17 3/18 172 弐等 ひめ１９３ 小林市野尻町 二木　伸之 二刀流 忠国桜 勝平正 3/18 172

20 3/19 205 弐等 いろは 小林市 上ノ薗　小吉 宗守富士 忠国桜 勝平正 3/19 205

23 3/18 235 弐等 みやび５５１ えびの市 横山　大樹 勝美利 洋紀久 忠富士 3/18 235

26 3/19 32 弐等 ここみ えびの市 新天寺　博 宗守富士 真華盛 忠富士 3/19 32

29 3/18 350 弐等 ふくひめ 高原町 吉永　茂 富久竜 美穂国 安平 3/18 350

30 3/19 43 弐等 ひとみ 小林市 下り藤　智 耕富士 美穂国 忠富士 3/19 43

31 3/20 72 弐等 のんちゃん 高原町 松元　洋也 二刀流 美穂国 勝平正 3/20 72

33 3/19 64 弐等 どれみ 高原町 増田　陽一 二刀流 耕富士 美穂国 3/19 64

34 3/20 214 弐等 せぴあ 高原町 星山　健二 富久竜 美穂国 忠富士 3/20 214

36 3/18 194 弐等 かなるる 高原町 東郷　徳正 宗守富士 義美福 忠富士 3/18 194

39 3/20 163 弐等 ほのか えびの市 川俣　季徳 白隆鵬 満天白清 耕富士 3/20 163

44 3/19 140 弐等 まひろ えびの市 岡原　正己 二刀流 耕富士 富久竜 3/19 140

46 3/19 11 弐等 ななみ 小林市野尻町 東原　安雄 白隆鵬 美穂国 忠富士 3/19 11

48 3/18 193 弐等 ゆまりり 高原町 東郷　徳正 耕富士 秀菊安 美穂国 3/18 193

49 3/18 360 弐等 みつは３８ 高原町 内村　利晴 耕富士 美穂国 忠富士 3/18 360

50 3/19 95 弐等 あずき 小林市野尻町 株式会社　濱崎畜産 宗守富士 耕富士 美穂国 3/19 95

56 3/18 317 弐等 にかこ 小林市須木 中別府　完爾 二刀流 義美福 勝平正 3/18 317

57 3/19 151 弐等 さつき 高原町 安藤　重行 耕富士 美穂国 勝平正 3/19 151


