
セミファイナル 成績一覧 （出場32頭・上位9頭 順位決定戦出場）

順位 ｾﾞｯｹﾝ 得点 犬種 登録番号 犬名 所有者 住所 指導手 住所
131 99.7 S 416073 ﾄﾞﾘｰﾑ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 秋本 洋子 兵庫 嶋澤 純代 兵庫
261 99.7 S 413523 ｾｼﾙ ｵﾌﾞ ﾛｯｸﾊﾝﾄﾞ ｴｻｼ 菊池 洋 岩手 梅田 恭彦 岩手
97 99.6 S 418911 ﾃﾞｨｽﾍﾞﾙﾄ ｵﾌﾞ ﾛｯｸﾊﾝﾄﾞ ｴｻｼ 菊池 洋 岩手 梅田 恭彦 岩手
287 99.6 S 422019 ｸﾗﾗ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 佐藤 瑛一 広島 二星 卓哉 広島
52 99.5 S 418729 ｸﾞﾅ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 日比 みのり 愛知 岩政 真理 岐阜
78 99.4 S 413899 ｸﾚｱ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 淀瀬 忠彦 広島 淀瀬 忠彦 広島
159 99.4 S 414490 ｷｬﾛﾙ ﾌｫﾝ ﾜｶﾔﾏ ﾀｸﾗ 田倉 成幸 和歌山 田倉 成幸 和歌山
208 99.4 S 421310 ｱﾗﾝ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 林 久子 兵庫 松岡 里砂 兵庫
250 99.4 S 417344 ﾃﾞｭｰｸ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 髙島 孝幸 松井 義純

10 62 99.3 S 411133 ﾌﾞﾚﾝﾀﾞ ｵﾌﾞ ｷﾋﾞ ﾛｰﾀｽ 増田 順一 岡山 増田 順一 岡山
10 214 99.3 S 417571 ｲﾙﾐﾉ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾙｰ ﾌﾟﾚｲﾝ 和歌山 和歌山
12 129 99.2 S 411713 ｱﾓﾝ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｰｽｼｭﾌﾟｰｧ 小林 素和 愛知 小林 玄太 愛知
12 143 99.2 S 418858 ｴｸｽｶﾘﾊﾞｰ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 山本 伊一郎 兵庫 嶋澤 純代 兵庫
12 286 99.2 S 420758 ｻｸｾｽ ｵﾌﾞ ｴﾝﾄﾞﾄﾞﾝﾃｨｯｸ ｻｰｼﾞｪﾘｰ 塩見 聰 兵庫 山縣 忠義 広島
15 80 99.1 S 419213 ﾂｨｰﾀ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 米田 馨 米田 馨
16 247 98.9 S 416827 ｹﾌｪｳｽ ﾌｫﾑ ｸﾞﾛｰｾ ﾍﾞｰｱ 川崎 大 群馬 須永 武博 群馬
17 271 98.6 S 417301 ﾗｲｻﾞ ｵﾌﾞ ｱﾜｼﾞｱｲﾗﾝﾄﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ 中村 薫 広島 山縣 忠義 広島
18 105 98.5 S 411030 ｸｾﾆｵｽ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 京都 京都
18 115 98.5 S 418728 ｹﾞﾙﾃﾞｨ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 湊 臣正 岐阜 湊 臣正 岐阜
18 264 98.5 S 421268 ﾄﾞﾝ ﾌｫﾑ ｱｲﾝｽ ｴｰﾍﾞﾝﾊｲﾄ 矢口 健治 茨城 矢口 健治 茨城
21 110 98.4 S 415655 ﾌｧﾗ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 河本 弘文 鳥取 阿部 弘明 奈良
22 53 98.3 S 412667 ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨ ﾌｫﾝ ﾐﾔｷﾞ ﾒｸﾞﾛ 伊藤 栄一 宮城 伊藤 栄一 宮城
22 86 98.3 S 419566 ﾙｲｽ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ﾎｶｲﾜﾄﾞ 佐藤 由美子 広島 阿部 弘明 奈良
24 59 98.0 S 421893 ﾕﾙ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 遠山 景行 遠山 景行
25 164 94.2 S 420356 ﾌﾗｲｱ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 淀瀬 忠彦 広島 淀瀬 忠彦 広島
26 91 93.4 S 410650 ｵﾙﾃｨﾗ ﾌｫﾝ ｻｲﾀﾏ ｼﾉﾊﾗｿｳ 篠原 政幸 千葉 篠原 政幸 千葉
27 145 93.0 S 410877 ﾏｲﾅ ｵﾌﾞ ｲｰｽﾄ ﾏｳﾝﾃﾝ 東山 勲 石川 大阪
28 11 91.3 S 416074 ﾀﾞｲﾅ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 佐藤 瑛一 広島 二星 卓哉 広島
29 18 88.0 S 421313 ｱﾘｯｻ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 秋本 洋子 兵庫 嶋澤 純代 兵庫
30 21 59.0 S 417107 ﾍﾞﾝﾄﾚｰ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 山下 まち子 京都 藏 ひろみ 京都
31 116 51.5 S 420351 ﾌｧﾝﾄ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 岡重 達也 広島 山縣 忠義 広島
32 241 25.0 S 418553 ｱｷﾞﾗ ﾌｫﾝ ｷｭｰﾅｰ ﾍﾙﾄ 奈良 阿部 弘明 奈良
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