
全日本服従訓練競技大会 成績一覧
≪プロⅢ部 ≫

審査員：（特）小林　素和

成績 得点 ｾﾞｯｹﾝ 犬名 犬種 性別 所有者 指導手
優勝 99.1 77 ﾊﾟﾃｨｰ II ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ L ﾒｽ 松﨑 哲也 保居 円香
第2席 99 58 D ﾌﾞﾙｰ ﾊｯﾁ ｵﾌﾞ ｼﾙｳﾞｧｰ ﾌｨｰﾙﾄﾞ L 牡 野本 文 三好 一彦
第3席 98.9 71 ｱﾙｺﾞ (ｵﾌﾞ ﾄﾞｯｸﾞ ﾌｧｰﾑ ｷﾑﾗ) L 牡 野本 文 三好 一彦
Chg 98.8 60 ｷﾞｽﾞﾊﾞﾙﾄ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ S 牡 雨田 克子 川口 哲央
Chg 98.8 64 D ﾌﾞﾙｰ ﾓﾁ ｵﾌﾞ ｼﾙｳﾞｧｰ ﾌｨｰﾙﾄﾞ L ﾒｽ 田村 弘樹 三好 一彦
Chg 98.7 85 ｱﾃﾞﾙﾊｲﾄ (ｵﾌﾞ K.I. ｺﾞｰﾙﾄﾞ ｳｲﾝｸﾞｽ) L ﾒｽ 白石 知史 三好 一彦
Chg 97.8 66 ｳﾒ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ｹﾝ ﾃﾞﾝ S ﾒｽ 田渕 哲次 信達谷 美帆
Chg 97.7 73 ｱﾘｱﾙﾄ ｵﾌﾞ ｾﾝﾄﾗﾙ ﾀﾞｰｸ S ﾒｽ 岩政 真理 岩政 真理
Chg 97.4 65 ﾌﾟﾘﾏ ﾌｫﾑ ﾗｲﾄﾏﾝ S ﾒｽ 嘉瀬井 昌生 嘉瀬井 昌生
Chg 97.4 69 ｼｮｳｴｲ (ｵﾌﾞ ﾘｯﾁ ﾌｨｰﾙﾄﾞ M.K.) L 牡 髙村 和子 船江 雅子
Chg 97.3 72 (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
Chg 97.3 80 ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧﾄ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ｹﾝﾄﾗﾝﾀｽ L ﾒｽ 齊藤 真由美 藤本 芳成
Chg 96.8 75 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 96.4 70 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
Chg 96.3 81 ｱﾚｷｻﾝﾄﾞﾗｲﾄ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾘｰﾍﾞ ﾌｧｳｽﾄ S 牡 松井 涼子 藤原 裕子
Chg 96 57 ｸｨｰﾗ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ M. I. D. G ﾒｽ 白木 清正 百田 千穂
Chg 96 76 ｲﾙｻﾞ ｵﾌﾞ ﾗｯｷｰ ｳｪｰﾌﾞ L ﾒｽ 西川 エミ 田伏 和子
Chg 95.9 78 ﾎﾞﾆｰ ｵﾌﾞ ﾜﾝﾀﾞﾌﾙ ｷｯｽﾞ L ﾒｽ 岸 央始 保居 宏
Chg 95.2 82 ｼｪﾘｰ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ S ﾒｽ 外和 信弘 外和 信弘
RCｈ 94.6 59 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 93.7 79 K. ﾄﾛ ｱﾑｰﾙ ｶｰﾈ ｳﾀ L ﾒｽ 稲田 雪絵 三好 一彦
RCｈ 93.5 67 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 中山 美穂乃
RCｈ 92.8 83 ｵﾒｶﾞ ﾌﾗｯｼｭ ﾌｫﾝ ﾛｯｺｰ ｷｬﾅﾘｰｽﾞ ﾗｲﾝ A 牡 原田 佳奈 西 孝俊
RCｈ 92.2 63 ｱﾙｸｲﾝ ﾌｫﾝ ﾒﾙﾍﾝｳﾞｪﾙﾄ L ﾒｽ 小南 美幸 藤本 芳成
RCｈ 92.1 74 ﾔﾌｰ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ M. I. D. G 牡 作田 久美子 野々川 好輝
RCｈ 91.7 62 ﾀﾏｺ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞ ｱﾙｸﾞﾝﾄ L ﾒｽ 野々川 好輝 野々川 好輝
RCｈ 90.8 84 ｺｳﾒ ｵﾌﾞ S. ｼﾄﾈ G ﾒｽ 白木 清正 松本 浩
RCｈ 90 61 ﾋﾞｰﾈ ｵﾌﾞ S. ｼﾄﾈ G ﾒｽ 白木 清正 百田 千穂
敢闘賞 89.5 68 ﾋﾟｰﾅｯﾂ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ S ﾒｽ 嶋澤 純代 桐谷 夏海


