
順位 開場32周年記念杯　ニアピン王決定戦

優勝     89  平井 俊  仙台牛サーロインステーキ肉2枚（220ｇ×2）
2位   141  服部 常雄 神戸牛すき焼き肉（モモ・バラ）500ｇ
3位   149  牧野 順子  近江牛すき焼き肉（モモ・バラ）500ｇ
4位   227  坂本 充 手作りロースハム（400ｇ）
5位   302  田中 隆三  仙台名物肉厚牛タン塩味300ｇ
6位   312  福田 栄喜  手作りウィンナーセット（600ｇ）
7位 　328  相馬 正督 神戸牛すき焼き肉（モモ・バラ）300ｇ
8位   336  大島 勇  手作りボンレスハム（350ｇ）
9位   353  三島 誠司  仙台牛すき焼き煮2バック（100ｇ×2）
10位   365  宮崎 敏郎 近江牛切り落とし肉（モモ・バラ）400ｇ
11位   367  横住 庄治 国産豚ロースしゃぶしゃぶ肉400ｇ
12位   380  諸山 広多  近江牛切り落とし肉（モモ・バラ）400ｇ
13位   419  岸本 繁喜 手作りベーコン（300ｇ）
14位   429  林 守  仙台名物肉厚牛たん塩味300ｇ
15位   435  藤枝 睦男  近江牛すき焼き肉（モモ・バラ）500ｇ
16位   453  丸山 好久  
17位   465  鈴木 隆男 
18位   491  冨田 良和
19位   522  寺谷 桂子  
20位   537  橋本 憲幸 近江牛手作りハンバーグ2個セット（200ｇ×2）
21位   560  吉田 明彦
22位   592  吉田 節雄
23位   596  浅井 清一
24位   644  広中 秀和
25位   655  水島 正孝  近江牛すき焼き肉（モモ・バラ）300ｇ
26位   658  川上 浩文
27位   723  渡邊 和哉
28位   749  山岡 好子 
29位   759  木村 繁
30位   764  岡永 敏夫  国産豚ロースしゃぶしゃぶ肉400ｇ
31位   779  橋本 耕平
32位   794  大西 五紀  仙台牛サーロインステーキ肉2枚（220ｇ×2）
33位   797  平井 希尚 
34位   831  落井 良孝
35位   840  辻 俊博 仙台名物肉厚牛タン塩味300ｇ
36位   843  上田 貴夫
37位   867  白岩 幸子  
38位   876  井元 邦子  
39位   883  津川 福美
40位   887  中山 博子  手作りベーコン（300ｇ）
41位   894  片山 輝司
42位   904  前野 光正
43位   907  岡本 康弘
44位   909  長谷川 光男
45位   930  山本 主計  近江牛すき焼き肉（モモ・バラ）300ｇ
46位   932  浅井 勝則
47位   950  中村 裕喜
48位   956  野尻 正憲
49位   981  山野 幹夫 
50位 1038  寺田 政信 近江牛手作りハンバーグ2個セット（200ｇ×2）
51位 1044  大久保 秀記
52位 1064  川渕 茂正
53位 1069  平井 秀士 
54位 1072  中村 雄貴
55位 1091  飯田 良二 仙台名物肉厚牛タン塩味300ｇ
56位 1103  山口 正明  
57位 1110  西野 義孝
58位 1113  高野 英二 
59位 1132  加藤 秀幸
60位 1135  中山 悟 国産豚ロースしゃぶしゃぶ肉400ｇ
61位 1141  内田 康治
62位 1180  橋本　昇一
63位 1182  北畑 孝太郎
64位 1203  宇野 潤一
65位 1207  津田 友章 近江牛すき焼き肉（モモ・バラ）500ｇ
66位 1216  伊藤 達実 
67位 1227  渡辺 和男
68位 1242  内田 忠利
69位 1255  丹羽 栄恭
70位 1267  成光 敏雄 近江牛切り落とし肉（モモ・バラ）400ｇ
71位 1278  上田 義則 
72位 1300  織田 悌行
73位 1311  坪田 圭介
74位 1402  塚崎 宏行
ＢＰ賞 1493  矢橋 禎祝 神戸牛すき焼き肉（モモ・バラ）500ｇ
76位 1639  新田 雄一 手作りベーコン（300ｇ）

※ニアピン王決定戦の賞品はご自宅へ直送させて頂きます。準備が整
い　次第発送手続きを行いますので、1～2週間程お待ちくださいませ。


