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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 230 99.4 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

優 247 99.3 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

優 265 99.2 ﾆｹ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 岡崎 真子 広島 二星 卓哉 広島

優 216 98.6 ｸｾﾆｱ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ﾁﾊﾞ ｼﾗﾀ 山口 京子 千葉 山口 京子 千葉

Chg 優 238 98.5 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

Chg 優 252 98.5 ﾏｲﾝﾊﾙﾄ ﾌｫﾝ ｼｺｸ ｲｼﾂﾞﾁｿｳ 川端 啓子 富山 武波 亨 栃木

Chg 優 231 98.1 ｲﾝﾃﾞｨｰ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 三谷 博一 和歌山 三谷 博一 和歌山

Chg 優 240 97.8 ｸｰ ﾌｫﾝ ﾜｶﾔﾏ ﾀｸﾗ 末吉 德実 大阪 時政 寿子 大阪

Chg 優 259 97.8 ｱｰﾛﾝ ｵﾌﾞ ｷｼｭｰ ﾊﾋﾟﾈｽ 吉峰 公博 香川 川西 忠昭 香川

Chg 優 214 97.7 ｱﾃﾞﾗ ﾌｫﾝ ﾏﾂｻｶ ｱｽｶ 太田 正隆 三重 大森 弘士 奈良

Chg 優 215 97.5 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

Chg 優 260 97.4 ﾌﾞﾗｯｷｰ ﾌｫﾝ ｷｭｰﾅｰ ﾍﾙﾄ 田倉 成幸 和歌山 田倉 成幸 和歌山

Chg 優 232 97 ﾊｲｴｰｽ ｵﾌﾞ ﾄﾞｰｹｼｿｳ 関 一雄 山形 峯田 武美 山形

Chg 優 268 96.9 X-ﾁｺ ｵﾌﾞ ｴﾝﾄﾞﾄﾞﾝﾃｨｯｸ ｻｰｼﾞｪﾘｰ 嶋澤 純代 兵庫 嶋澤 純代 兵庫

Chg 優 209 96 ﾖﾙﾄ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ 川端 啓子 富山 島田 薫 栃木

Chg 優 212 95.8 ﾌｨﾙﾏｰﾙ ｵﾌﾞ ﾋﾞｯｸﾞ ﾊﾞﾝ 谷口 和彦 千葉 谷口 和彦 千葉

Chg 優 217 95 ｸｳﾞｧﾝﾄ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 川﨑 幸恵 群馬 須永 武博 群馬

RCh 優 213 93.7 ﾚｵﾝ ｵﾌﾞ ｱﾜｼﾞｱｲﾗﾝﾄﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ 香西 迭男 香川 香西 迭男 香川

RCh 優 249 92.9 ﾏｲﾄ ｵﾌﾞ G.T.R 齋藤 高雄 埼玉 木村 夢乃 栃木

RCh 優 201 92.8 ｶｽﾄﾙ ﾌｫﾑ ｸﾞﾛｰｾ ﾍﾞｰｱ 谷本 雄謙 広島 山縣 忠義 広島

RCh 優 203 91.8 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

RCh 優 208 90.7 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

RCh 優 255 90.4 ﾍﾞｯｷｰ ｶｷﾃ ｵﾌﾞ M2 ﾌｨｰﾙﾄﾞ 柿手 正 島根 宮本 美穂子 鳥取

RCh 優 205 90.2 ﾗﾝﾂｪ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 入江 史典 茨城 関本 幹人 栃木

特良 256 89.4 ﾁｪﾘｨ ﾌｫﾝ ﾜｶﾔﾏ ﾀｸﾗ 阿部 明子 奈良 阿部 明子 奈良

特良 227 86.5 ｱﾄﾞﾙﾌ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾒﾀﾞﾘｽﾄ 渡部 文一 福島 佐藤 聖美 福島

特良 250 86.5 ｵﾗｰﾌ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ 中西 三世子 徳島 二星 卓哉 広島

特良 210 84.1 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

特良 271 82.5 ｱﾚｽ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 伊深 新一 宮城 田上 健 宮城

特良 272 81.7 ﾍﾞｯｷｰ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 熊谷 厚志 広島 二星 卓哉 広島

特良 270 80 ﾌﾞﾙﾉﾙﾌ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾛｯｸ 金井 弘行 栃木 池上 裕二 栃木

良 235 79.1 ｱﾆﾀ ﾌｫﾝ ﾊﾁﾉﾍ ｻﾄｰ 佐藤 松男 青森 佐藤 松男 青森

良 204 74.6 ｳﾞｧﾚﾘｵ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ 小林 素和 愛知 伊藤 賢一 愛知

244 67.4 ﾁｬｰﾘｰ ｵﾌﾞ ｻﾗ ﾛﾌﾞｽﾀ 遠藤 正雄 茨城 坂井 稔 茨城

224 67 ﾎｲｯﾄﾆｰ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ 内山 栄蔵 長野 内山 栄蔵 長野

248 64.3 ﾌﾞﾘｯｸｽ ﾌｫﾝ ｶﾛｰﾗ ｺｼﾞﾏ 吉澤 幸浩 群馬 北爪 俊弘 群馬

221 61.1 ﾊﾞﾘﾝ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 早坂 国男 岩手 早坂 国男 岩手

257 60.7 ｵｯﾌｧ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ 髙橋 清子 広島 二星 卓哉 広島

233 60 ｱﾙﾌﾚｰﾄ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄ ﾘｯﾀｧ 横山 亮介 愛媛 横山 亮介 愛媛

264 55 ﾚｵ II ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 小楠 真由美 埼玉 里川 ひろみ 埼玉

234 47.3 ｱﾗｽ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 米澤 豊 岩手 松井 義純 青森

218 40.7 ｱｸﾞﾈｽ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾒﾀﾞﾘｽﾄ 境 史雄 愛知 境 史雄 愛知

211 36.2 ﾅﾝﾅ ｵﾌﾞ ｶｶﾞ ﾗｳﾞﾘｰ 佐藤 宏亮 千葉 菅原 恭子 茨城

266 31.8 ｱﾄﾑ ﾌｫﾝ ﾊﾞｳ ﾜｳ ﾒﾘﾎﾟﾗﾝ 渡辺 弘子 富山 佐合 智絵 愛知

223 31.5 ﾕｰﾅ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 江尻 仲二 長野 江尻 仲二 長野

239 31.4 ｴﾙﾅ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾗｯｸ ｵﾊﾟｰﾙ 神田 まるみ 広島 神田 まるみ 広島

236 31.2 ｶｰﾘﾝ ｵﾌﾞ ｷﾋﾞ ﾛｰﾀｽ 新田 龍廣 兵庫 宮西 仁 兵庫

決戦
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253 31.2 ﾗｲﾏ II ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 橋本 賢 栃木 新井 倫子 栃木

254 28.8 ﾃﾞｨｰﾂ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ 外和 信弘 青森 外和 信弘 青森

263 27.6 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

246 27.5 ｺﾆｰ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 鈴木 武 山形 松井 義純 青森

262 26 ﾄﾞﾛｼｰ ｵﾌﾞ ｽｰﾊﾟｰ ｸﾘｰｸ 柴垣 光子 香川 今村 博美 広島

225 25 ﾋﾞｯｸ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 小林 新二 福島 小林 新二 福島

245 22.3 ﾀﾞｲﾑﾗｰ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 能山 秀久 北海道 大沼 由二 北海

202 22 ｱｷﾞﾗ ﾌｫﾝ ｷｭｰﾅｰ ﾍﾙﾄ 今西 輝人 奈良 阿部 弘明 奈良

273 22 ﾐﾙﾀﾞ ｵﾌﾞ ｱｳﾄｻｲﾀﾞｰ 岡田 裕実 東京 古海 正城 千葉

229 21.8 ｼｬﾈﾙ ｵﾌﾞ ﾆｭｰ ｽﾌｨｰﾀﾞ 藤岡 めぐみ 秋田 梅田 恭彦 岩手

258 18.5 ﾊﾞﾛﾝ ﾌｫﾝ ﾊﾁﾉﾍ ｻﾄｰ 鈴木 博房 茨城 鈴木 章司 青森

261 17 ﾌﾞﾙﾝﾈ ﾌｫﾑ ﾏｯｾﾙ ｼｭﾃﾙﾝ 杉山 和平 静岡 杉山 和平 静岡

267 17 X-ﾃﾝﾖｳ ｵﾌﾞ ｴﾝﾄﾞﾄﾞﾝﾃｨｯｸ ｻｰｼﾞｪﾘｰ 嶋澤 純代 兵庫 松岡 里砂 兵庫

241 15 ｸﾆﾍﾞﾙﾀ ｵﾌﾞ ﾏｲ ﾊﾋﾟﾈｽ 加藤 百合子 滋賀 中井 善雄 京都

269 12 ｱﾝﾅ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ｼｰﾄﾞ 細川 恵津子 高知 村橋 賢二 徳島

206 9.5 ｷｰﾁ ﾌｫﾑ ﾌﾝﾃﾞ ｼｭｰﾚ 鈴木 菜緒 奈良 鈴木 菜緒 奈良

207 0 ﾍﾞﾙ ﾌｫﾝ ﾏﾂｻｶ ｱｽｶ 田﨑 大輔 大阪 西垣 堅志 大阪

219 0 ｴﾄﾞ II ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ 外和 信弘 青森 斉藤 千加 青森

220 0 ﾂｨｰﾀ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 米田 馨 青森 米田 馨 青森

242 0 ﾌｪｽﾀ ｵﾌﾞ ｳｴｽﾄ ｱｼﾀﾞ 糟谷 直子 愛知 小林 玄太 愛知

243 0 ｶﾛﾝ ﾌｫﾑ ｸﾞﾛｰｾ ﾍﾞｰｱ 鈴木 宏幸 静岡 鈴木 宏幸 静岡

251 0 ﾘｱﾝ ﾌｫﾝ ｱﾑﾚｯﾄ ｶﾞﾙﾃﾝ 森泉 千夏 長野 此経 友美 栃木


