
 2020年Tch足跡追及 ≪第二班 成績≫　上位4頭 順位決定戦出場

ﾀｲﾄﾙ 評価 ｾﾞｯｹﾝ 得点 犬名 所有者 住所 指導手 住所

優 135 98.4 ｹｲﾄ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ 西尾 素実 兵庫 嶋澤 純代 兵庫

優 153 98 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

優 127 97.3 ｴﾙﾄﾞﾅ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 田中 友子 北海道 田中 友子 北海道

優 128 97.1 ﾃﾞﾗ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 鈴木 洋子 静岡 鈴木 洋子 静岡

Chg 優 134 97 ﾄﾞﾛｼｰ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｰｽｼｭﾌﾟｰｧ 福田 秀夫 秋田 渡部 直哉 秋田

Chg 優 149 97 ｱﾝﾃﾞｨｰ ｵﾌﾞ ｴﾑｽﾞ A ﾚﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 飯島 恵子 長野 北林 弥生 長野

Chg 優 136 96.9 ｱﾒｼﾞｽﾄｸｨｰﾝ ﾌｫﾝ ﾊﾞｳ ﾜｳ ﾒﾘﾎﾟﾗﾝ 桑原 悦子 愛知 伊藤 賢一 愛知

Chg 優 139 96.7 ｶｰﾙ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 二星 卓哉 広島 滝口 潤 広島

Chg 優 116 96.4 ﾍﾞﾛｰﾅ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 半澤 清三郎 福島 大沼 由二 北海道

Chg 優 146 96.3 ﾋﾞｰﾑ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 尾谷 幸男 兵庫 嶋澤 純代 兵庫

Chg 優 141 96.2 ﾅﾝｼｰ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ 渡辺 浄治 広島 二星 卓哉 広島

Chg 優 121 96 ｸﾞｽﾀﾌ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 鈴木 修一 兵庫 黒田 明 京都

Chg 優 138 96 ｶﾞﾙｼｱ ｵﾌﾞ ｳｴｽﾄ ｱｼﾀﾞ 橋本 坦 静岡 山縣 忠義 広島

Chg 優 103 95.7 ｱｰﾙ ﾌｫﾝ ﾊﾁﾉﾍ ｻﾄｰ 上村 智晶 北海道 大沼 由二 北海道

Chg 優 161 95.2 ﾃﾞｭｰｸ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 髙島 孝幸 青森 松井 義純 青森

RCh 優 156 94.8 ﾄﾞﾙﾌ ﾌｫﾑ ﾏｯｾﾙ ｼｭﾃﾙﾝ 小久保 五一郎 千葉 谷口 和彦 千葉

RCh 優 131 94.4 ﾚｵﾝ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 椎葉 好 岡山 山縣 忠義 広島

RCh 優 123 93.9 ﾔｰﾙ ﾌｫﾝ ﾂｨｰﾙ ｴﾗｲﾋｪﾝ 池田 紀子 栃木 池田 紀子 栃木

RCh 優 129 93.9 ﾃﾞｨﾅ ﾌｫﾝ ｵｸｲﾖ ｼﾛｶﾜ 西野 惠子 山口 西野 惠子 山口

RCh 優 105 92.8 ﾏｯｸｽ ﾌｫﾝ ｸﾞﾘｭｯｸｽﾀｰｸ 高橋 聖紀 神奈川 峯田 武美 山形

RCh 優 132 92.3 ｱﾘｽ ｵﾌﾞ ﾋﾞｯｸﾞ ﾛｰﾄﾞ 藤飯 加代 大阪 保居 宏 京都

RCh 優 157 92.3 ｲﾌﾟｼﾛﾝ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ 松田 亜紀 埼玉 松田 亜紀 埼玉

RCh 優 145 90.6 ﾙﾋﾞｰ ｵﾌﾞ ｼﾙｳﾞｧｰ ﾖｼﾐ 藤原 典子 兵庫 大谷 直矢 兵庫

RCh 優 147 90.2 ﾌﾞﾙｯｸ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 中井 嘉彦 奈良 島田 紀子 奈良

RCh 優 102 90.1 ﾍﾞﾃｨｰ ｵﾌﾞ ｱﾜ ﾅｶﾆｼ 村橋 賢二 徳島 村橋 賢二 徳島

特良 172 88.1 ｱﾙｺﾞﾙ ﾌｫﾝ ﾊﾞｳ ﾜｳ ﾒﾘﾎﾟﾗﾝ 川本 秀和 愛知 小林 玄太 愛知

特良 137 83.7 ﾋﾞｯｷｰ ﾌｫﾝ ｷｭｰﾅｰ ﾍﾙﾄ 矢納 深雪 兵庫 宗平 博士 兵庫

特良 113 83.5 ｺﾆｰ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｰｽｼｭﾌﾟｰｧ 吉田 しのぶ 広島 吉田 しのぶ 広島

良 154 78 ﾃﾞﾗ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾛｯｸ 佐藤 隆行 栃木 伊藤 卓 栃木

良 144 74.2 ｴﾚﾅ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ﾍﾞｯｹﾝ 吉田 裕幸 秋田 吉田 裕幸 秋田

良 117 73.4 ｸﾗﾗ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 佐藤 瑛一 広島 里川 ひろみ 埼玉

良 125 72.6 ｴﾙｻ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 原 泰雄 広島 二星 卓哉 広島

良 155 71 ｼﾞﾙｳﾞｧ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 今西 輝人 奈良 阿部 弘明 奈良

良 112 70.3 ｸﾞﾚﾝ ｵﾌﾞ ﾁﾊﾞ ﾎﾞｯｸｽﾄｩﾘｰ 鈴木 博房 茨城 鈴木 博房 茨城

166 69 ｱｸｱ ｵﾌﾞ ｱｯﾌﾟﾙ ﾗｧﾘｽ 山岡 聡美 岡山 宮本 美穂子 鳥取

109 66.8 ｴｸﾞﾏｰﾙ ｵﾌﾞ ﾛｯｸﾊﾝﾄﾞ ｴｻｼ 西野 みゆき 茨城 梅田 恭彦 岩手

108 66.1 ｴﾄﾞ ｵﾌﾞ ｳｨﾝﾄﾞ ﾌﾛﾑ ｻｻﾞﾝ ｼｰ 戎下 秀史 和歌山 今住 博勝 奈良

158 65.7 ﾚﾓ ﾂｰ ﾃﾞﾝ ﾍﾞﾙｼﾞｰｹﾞﾝ ﾍﾞﾙﾝ 白江 淳郎 大阪 西垣 堅志 大阪

133 64.2 ﾌｧﾙｶ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 南後 裕美 広島 二星 卓哉 広島

163 62.3 ﾆｰﾙ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 入江 史典 茨城 関本 幹人 栃木

118 37.3 ｴﾙ ｵﾌﾞ ﾛｯｸﾊﾝﾄﾞ ｴｻｼ 菊池 洋 岩手 梅田 恭彦 岩手

168 36.8 ｻﾞｰﾗ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 蜂谷 正男 岡山 阿部 弘明 奈良

101 34.6 ｴﾘｰ ｵﾌﾞ ﾛｯｸﾊﾝﾄﾞ ｴｻｼ 菊池 洋 岩手 梅田 恭彦 岩手

124 34.5 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

148 33.3 ｼﾞﾑﾆ ｵﾌﾞ ﾄﾞｰｹｼｿｳ 香西 迭男 香川 香西 迭男 香川

152 33.3 ｶｼｵﾍﾟﾔ ｵﾌﾞ ｳｨｽﾞ ﾄｰﾗｽ 太田 智恵 三重 小森 薫 愛知

119 32.9 ﾌﾞﾘｯｸｽ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ 松居 哲也 京都 松居 哲也 京都
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150 32.6 ﾊﾞｰﾝﾌﾞﾚｯﾋｬｰ ﾌｫﾝ ｺｺ ｶﾏﾀﾞ 堀内 壽子 埼玉 阿利 直也 埼玉

164 31.7 ｷﾞｾﾞﾗ ﾌｫﾑ ﾌﾝﾃﾞ ｼｭｰﾚ 芦田 任巨 奈良 芦田 任巨 奈良

165 31.7 ﾘｭｰｸ ｵﾌﾞ ｼﾙｳﾞｧｰ ﾖｼﾐ 村里 一史 三重 神田 まるみ 広島

107 31.5 ｱｰｻｰ ﾌｫﾝ ﾊｳｽ ｸｾﾆｴ 山本 明子 大阪 山本 明子 大阪

170 31.5 ﾆｳﾞｫ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 川崎 大 群馬 須永 武博 群馬

169 31.3 ﾌﾞﾚﾝﾀﾞ ﾌｫﾝ ﾏﾂｻｶ ｱｽｶ 太田 正隆 三重 大森 弘士 奈良

142 31.2 ｹﾞﾙﾃﾞｨ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 湊 臣正 岐阜 所 亜季 岐阜

167 31.2 ﾌｨｶﾞﾛｰ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ 小林 洋子 愛知 小林 洋子 愛知

159 28.2 ﾘｱ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ 佐藤 玲子 栃木 池上 裕二 栃木

151 28 ｸｳﾞｪｯｹ ｵﾌﾞ G.T.R 徳永 清美 長野 島田 薫 栃木

173 27.7 ｸﾗﾗ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 小笠原 知子 北海道 松井 義純 青森

115 26.6 ｶﾞｯﾌｪﾙ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 氏家 敏一 香川 村橋 賢二 徳島

171 24.3 ﾍﾞﾂｧｳﾍﾞﾙﾝ ﾌｫﾝ ｺｺ ｶﾏﾀﾞ 飯塚 正 埼玉 堀内 壽子 埼玉

126 24 (ﾘｯﾁﾌｨｰﾙﾄﾞ) ｲｰﾌｧ 加藤 友香 長野 加藤 友香 長野

143 22.5 ﾄﾞｰﾚ ﾌｫﾑ ｱｲﾝｽ ｴｰﾍﾞﾝﾊｲﾄ 藤江 博征 京都 白藤 貞治 京都

110 16.5 ﾌﾞﾛｰﾆｰ ｵﾌﾞ ﾛｼﾞｰﾀﾞ 51 南波 大二郎 愛知 佐合 智絵 愛知

111 16.5 ﾈﾛ ｵﾌﾞ ｲｰｽﾄ ﾏｳﾝﾃﾝ 東山 勲 石川 東山 勲 石川

130 16.4 ｱﾝｼﾞｪﾗ ｵﾌﾞ ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ 横山 春美 静岡 杉山 和平 静岡

122 15 ｵﾊﾟｰﾙ ｵﾌﾞ ｴﾝﾄﾞﾄﾞﾝﾃｨｯｸ ｻｰｼﾞｪﾘｰ 浅見 行助 埼玉 浅見 行助 埼玉

162 13.5 ﾊﾞﾛﾝ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾒﾀﾞﾘｽﾄ 小林 素和 愛知 信達谷 美帆 愛知

114 12.8 ｱｯﾄ ﾌｫﾝ ﾂｶﾞﾙ ﾃﾙ 木村 輝子 青森 木村 輝子 青森

160 11.8 ｸｾﾙｸｾｽ ｵﾌﾞ ｽｰﾊﾟｰ ｸﾘｰｸ 大谷 典子 奈良 山内 未央 大阪

174 11 ﾃﾞｲｼﾞｰ ｵﾌﾞ M2 ﾌｨｰﾙﾄﾞ 宮本 誠 鳥取 宮本 美穂子 鳥取

140 6 ｱﾝﾅ ｵﾌﾞ ﾗｯｷｰ ｳｪｰﾌﾞ 嶋澤 純代 兵庫 松岡 里砂 兵庫

106 2 ｲｻﾞｰ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 田上 健 宮城 田上 健 宮城


