
個体の部

出№ 名　　号 登録番号 生年月日 住　　所 氏　　名

29 つのふく 本028138 12. 3.14 岩手郡玉山村  室　 坂 　光 　栄

経産群の部

出№ 名　　号 登録番号 生年月日 住　　所 氏　　名

44 はなさち 本027960 11. 3.21 下閉伊郡岩泉町 畠　 山 　利 　勝

45 みなみ 本026947  9. 3.30 下閉伊郡岩泉町 佐々木　 寿 　徳

46 いしざくらの９ 本026940  9. 2.16 下閉伊郡岩泉町 佐々木 　松 　郎

出№ 名　　号 登録番号 生年月日 住　　所 氏　　名

12 ことひめ 2003子岩1182850253 15. 2. 1 下閉伊郡岩泉町 馬　 場 　誠 　一

17 まつはるこ 申請中（2002子岩250992） 14. 3.14 下閉伊郡岩泉町 佐 　藤 　冨 　勝

29 つのふく 本028138 12. 3.14 岩手郡玉山村  室　 坂 　光 　栄

44 はなさち 本027960 11. 3.21 下閉伊郡岩泉町 畠　 山 　利 　勝

45 みなみ 本026947  9. 3.30 下閉伊郡岩泉町 佐々木　 寿 　徳

46 いしざくらの９ 本026940  9. 2.16 下閉伊郡岩泉町 佐々木 　松 　郎

出№ 名　　号 登録番号 生年月日 住　　所 氏　　名

13 あきひめ 2003子岩1182847933 15. 1.28 下閉伊郡岩泉町 三 　上 　良 　孝

3 いしとみ１５ 2003子岩1182847445 15. 3.24 下閉伊郡岩泉町 佐々木 　松 　郎

19 たかひめ 申請中（2002子岩250853） 14. 3. 3 下閉伊郡岩泉町 佐々木 　力 　男

15 ひめこ 本028875 14. 3.20 下閉伊郡川井村 前 　川 　ア 　イ

30 まさまつ８３ 本028336 12. 2.10 二戸郡浄法寺町 漆 　田 　正 　男

27 うめほしこ 本028459 13. 3.11 岩手郡玉山村 室 　坂 　光 　栄

50 さく 本027896 11. 7. 1 岩手郡安代町 関 　　  　広 　志

51 まついち 本027413 10. 3.25 岩手郡安代町 林 　本 　佐 　市

52 にしき 本027417 10. 3.17 岩手郡安代町 関　   　　広 　志
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出№ 名　　号 登録番号 生年月日 住　　所 氏　　名

7 はつかぜ 2003子岩1182958479 15. 3. 3 九戸郡山形村 向　 畑　 光 　正

6 むろひめ 2003子岩1195428402 15. 3. 9 岩手郡玉山村 室 　坂　 光 　栄

10 すみれ 2003子岩1182957816 15. 2.14 九戸郡山形村 二 　又 　久 　人

1 ふくこ 2003子岩1195428303 15. 3.28 岩手郡玉山村 前　 川　 秋　 彦

4 まさたま 2003子岩1182675703 15. 3.12 二戸郡浄法寺町 吉 　田 　正 　人

8 かつのり 2003子岩1195413965 15. 2.25 岩手郡安代町 高 村  三右エ門

9 まつくら 2003子岩1195413231 15. 2.17 岩手郡安代町 斎　 藤 　勇 　蔵

11 さくら 2003子岩1182850643 15. 2.10 岩手郡西根町 山 本  与右エ門

23 やまはぎ 申請中（2002子岩251492） 14. 2. 1 九戸郡山形村 下 　舘 　竹 　蔵

20 たからみや２ 本028837 14. 2.28 岩手郡玉山村 佐々木 　義 　光

22 ただにしき 本028888 14. 2. 7 二戸郡浄法寺町 関 　口 　忠 　男

14 やまびこ 本028850 14. 4. 2 岩手郡玉山村 北 　川 　俊 　正

16 さいち 本028922 14. 3.17 岩手郡安代町 林 　本 　佐 　市

18 ともはな 本028916 14. 3.10 岩手郡西根町 伊 　藤 　吉 　範

21 かつにしき 本028900 14. 2.15 二戸郡浄法寺町 山 　本 　利 　広

24 かねふく 本028909 14. 1.10 九戸郡山形村 柿 　木 　由 　蔵

37 ひめはる 本025776  7. 3.13 下閉伊郡岩泉町 佐々木 　長 　一

26 かわひばり 本028736 13. 3.20 上閉伊郡宮守村 菊　 池 　敏 　忠

31 ひばり 本027928 11. 1.20 釜石市橋野町 佐 　藤 　浩 　朗

25 はつたか 本028842 14. 3. 3 岩手郡玉山村 工 　藤 　　 　一

28 ふじよし１３ 本028524 13. 3. 2 九戸郡山形村 柿 　木 　由 　蔵

32 さくら 本027955 11. 1.10 下閉伊郡岩泉町 三 　上 　高 　精

33 よしひめ 本027822 10.12.10 九戸郡山形村 栃 　元 　福太郎

34 ことよし 本027302 10. 4. 5 下閉伊郡川井村 澤 　口 　スミ子

35 たまさかえ 本026931  9. 4. 1 岩手郡西根町 本 　堂 　幸 　夫

36 あむろ 本026887  9. 3.21 岩手郡安代町 斎　 藤 　勇 　蔵

38 なみはな 本028108 12. 5.14 下閉伊郡川井村 前 川  作右エ門

39 とよひめ 本028107 12. 3.16 下閉伊郡川井村 前 　川　 松 　子

40 ともひかり 本028094 12. 3.11 下閉伊郡川井村 袰　 岩 　常 　彦

53 はるひめ 本028281 12. 2.10 九戸郡山形村 大谷内 　末 　吉

54 はぎひめ 本028278 12. 1.28 九戸郡山形村 竹 　田 　源 　一

55 のぞみ 本028285 12. 1. 8 九戸郡山形村 岩 　脇 　良 　治

41 みれにあむ 本028227 12. 4.11 下閉伊郡岩泉町 佐　 藤 　安 　美

42 みちる 本028231 12. 3.11 下閉伊郡岩泉町 佐　 藤 　安 　美

43 かわふじ 本028232 12. 2.26 下閉伊郡岩泉町 佐 　藤 　安 　美

47 たからはつ 本027745 11. 3.10 二戸郡浄法寺町 三 　浦 　初  　男

48 さちいと 本027744 11. 3. 6 二戸郡浄法寺町 小 　泉 　義 　美

49 とよさち 本027321 10. 2.27 二戸郡浄法寺町 堀　 口 　芳 　宏

1

第４部

2

6

4

第２部

第３部

３　等　賞

第１部

組№


