
全日本服従訓練競技大会 成績一覧
《プロⅢ部》

審査員 ： 山田 隆司

成績 得点 ｾﾞｯｹﾝ 犬　　　名 犬種 性別 所有者 指導手

優勝 99.8 65 ｱﾋﾞｨ ｵﾌﾞ ﾊｯﾋﾟｰ ﾁﾙﾄﾞﾚﾝ L 牡 時政 寿子 時政 寿子

第2位 98.9 62 ｸﾞﾚｰｽ ﾐﾗﾝ ﾌｫﾝ ﾊﾔｸﾆｿｳ S メス 林 久子 松岡 里砂

第3位 98.6 61 ﾀｲﾀｽ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ S 牡 永井 啓介 岩政 真理

第4位 98 76 ｱﾙｾ (ｵﾌﾞ ﾄﾖﾊｼ ﾋﾛﾅｶ) L メス 浅井 葉子 中川 真奈

第4位 98 77 ﾋﾞｰﾈ ｵﾌﾞ S. ｼﾄﾈ G メス 白木 清正 百田 千穂

第6位 97.8 74 (ﾑｰﾝ ｼｬﾄﾞｰ) ﾏﾘﾝ ﾌﾞﾙｰ G メス 小林 洋子 鈴木 沙耶

第7位 97.7 60 ﾐﾙﾗ ﾌｫﾝ ﾄｰｷｮｰ ｼｹﾞﾙ S メス 中村 芳雄 中村 明美

第7位 97.7 69 (ﾑｰﾝ ｼｬﾄﾞｰ) ﾀﾝﾄ G メス 笹川 のせ子 西 孝俊

第9位 97 67 ﾏﾘｰ (ｵﾌﾞ ﾕﾒｶ ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ) G メス 馬場 加悦子 藏 ひろみ

第9位 97 81 ﾓﾄ ｵﾌﾞ ﾌｸｲ ｼｬｲﾆﾝｸﾞｽﾀｰ L メス 河内 麻弥 百田 千穂

Chg 96.8 64 ｼｪﾘｰ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ S メス 外和 信弘 外和 信弘

Chg 96.7 73 ﾌﾛﾀﾞ (ｵﾌﾞ ﾍﾟｯﾄ ﾊｳｽ ﾀｶｼｮｳ) L メス 青木 一仁 中村 明美

Chg 96.4 68 ﾃﾞｲｼﾞｰ ｵﾌﾞ ﾗｯｷｰ ｳｪｰﾌﾞ L メス 嶋澤 純代 坂元 大和

Chg 96 71 ｶﾞﾙﾑ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ S 牡 外和 信弘 齋藤 千加

Chg 95.9 59 ｴｯｸｽ II ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ S 牡 外和 信弘 外和 信弘

Chg 95.9 75 ｳﾞｧﾙﾄﾞﾗﾝ ｵﾌﾞ S. ｳｲｽﾀﾘｱ S メス 外和 信弘 齋藤 千加

Chg 95.6 78 ﾌﾗﾝﾌﾗﾝ ﾂﾑ ｱﾝﾄﾜｰﾌﾟ ﾁｬｰﾙｽﾄﾝ S メス 大谷 典子 大谷 典子

Chg 95.1 63 ﾔﾌｰ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ M. I. D. G 牡 作田 久美子 野々川 好輝

Chg 95.1 72 ﾄﾞﾛｳﾊﾞｰ ﾌｫﾝ ﾒﾙﾍﾝｳﾞｪﾙﾄ L 牡 澤村 昌之 石﨑 有沙

RCh 93.8 80 ｱﾐｰ ｵﾌﾞ ﾊﾞﾝｼｭｳ ﾀﾞﾝﾃﾞﾗｲｵﾝ L メス 外和 信弘 齋藤 千加

RCh 90.8 66 ｺｳﾒ ｵﾌﾞ S. ｼﾄﾈ G メス 白木 清正 松本 浩

敢闘賞 88.6 70 (ﾎﾞﾇｰﾙ ｱﾙｶﾝｼﾞｭ) ﾊﾞｺﾊﾟ G メス 藤田 恭史 沼田 麻琴

敢闘賞 73.5 79 ｼｬﾈﾙ ｵﾌﾞ ﾏｲ ﾘﾝﾄﾞ S メス 松居 哲也 松岡 里砂


