
【臭気選別成績一覧】 ～開催日 :

Page : 1
出場頭数： 頭 決戦出場頭数(*) 頭

2021/10/16 2021/10/18
322 0

Chg： 頭( %) R.Ch： 頭( %)68 21.1 49 15.2

Ch 優
順位 ｾﾞｯｹﾝ 犬名得点 登録番号 指導手住所所有者住所所有者名 指導手名

407 ﾉﾙﾈ ﾌｫﾑ ﾗｲﾄﾏﾝ

白藤 貞治

100.0 L-67567 大阪 京都

小畑 俊明

1位

Chg 優
順位 ｾﾞｯｹﾝ 犬名得点 登録番号 指導手住所所有者住所所有者名 指導手名

304 ﾊｯﾋﾟｰ ｵﾌﾞ ﾁﾊﾞ ﾎﾞｯｸｽﾄｩﾘｰ

堀内 辰夫

100.0 S-415052 茨城 茨城

堀内 辰夫

2位

135 ｸｲﾝｼｰ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ

嶋澤 純代

100.0 S-424153 兵庫 兵庫

嶋澤 純代

3位

118 ﾀﾞﾝﾋﾙ (ｵﾌﾞ ﾄﾖﾊｼ ﾋﾛﾅｶ)

中川 真奈

100.0 L-67749 愛知 愛知

舩橋 晴美

4位

35 ｱﾊﾞ ﾌｫﾝ ﾒﾙﾍﾝｳﾞｪﾙﾄ

伊藤 賢一

100.0 L-68135 愛知 愛知

髙木 宏動

5位

10 ﾌﾚｲｼﾞｬｰ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ

安達 健

100.0 S-423535 神奈川 神奈川

悦田 浩

6位

41 ﾌｧﾗﾝﾄ ｵﾌﾞ ﾊﾏﾅ ｶﾞｰﾃﾞﾝ

川村 治彦

100.0 S-421262 福島 宮城

杉内 芳人

6位

203 ｹﾞﾛ ﾌｫﾝ ｳﾍﾞ ﾁｮｰｼｭｰ

松常 龍次

100.0 L-67683 山口 山口

藤竹 保幸

6位

206 ﾊｲﾝﾂ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ

仲里 みどり

100.0 S-424270 沖縄 沖縄

仲里 みどり

6位

223 ﾑｰﾄ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ

伊藤 賢一

100.0 L-68542 愛知 愛知

小林 洋子

6位

230 ｱﾘｴｽ (ｵﾌﾞ ﾎｰﾌﾟﾌﾙ)

松村 聡美

100.0 G-10974 愛知 愛知

井上 有史

6位

233 ｾﾄﾞﾘｯｸ ﾌｫﾝ ｸﾘｻﾝｾﾏﾑ ｶﾞｰﾃﾞﾝ

田中 花惠子

100.0 L-65100 愛知 愛知

田中 花惠子

6位

312 ﾀﾞｲｱﾅ ﾌﾟﾘﾝｽ ｵﾌﾞ ﾊｯﾋﾟｰ ｻﾌﾟﾗｲｽﾞ

南 敏子

100.0 L-68996 兵庫 兵庫

南 敏子

6位

338 ﾆﾆ ﾌｫﾝ Y.S. ｲｾｻｷ

松浦 哲也

100.0 L-67442 千葉 千葉

松浦 哲也

6位

345 ﾌｸ ﾌｫﾝ ｳﾍﾞ ﾁｮｰｼｭｰ

松常 龍次

100.0 L-68411 山口 山口

柳屋 摂子

6位
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369 ｲｳﾞ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ M. I. D.

亀重 良三

100.0 G-10476 兵庫 兵庫

隈元 義博

6位

403 ﾙｲｻﾞ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｼｵﾝ

備瀬 順子

100.0 S-418568 沖縄 沖縄

山本 文子

6位

5 ﾚｵ (ｵﾌﾞ ﾋｽﾋﾞﾊﾞｰﾁｪ)

杉田 竜馬

100.0 L-68494 千葉 千葉

渡辺 一則

14 ｴﾄﾞ ｵﾌﾞ L ｱﾝﾄﾞ J

二宮 小百合

100.0 G-10447 茨城 茨城

二宮 小百合

26 ｾｽ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ

保居 円香

100.0 L-68746 大阪 京都

中井 博美

108 (ｸｼﾏ ｽﾀｰｽﾞ) ﾃﾞﾝﾊﾑ

岡野 健史

100.0 G-10657 京都 D京都

山本 武志

121 ｸﾞﾛｰﾘｰ ｵﾌﾞ ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ ﾀﾅｶ

安達 健

100.0 L-68450 神奈川 神奈川

悦田 浩

133 ﾊﾞﾄﾞ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｲｾ

堀 洋介

100.0 S-421443 兵庫 兵庫

岩谷 信昭

141 ｱｲｵﾛｽ ｵﾌﾞ ﾗﾌﾞﾘｰ ｵｯﾀｰ ﾃｲﾙ

河本 久美子

100.0 L-69020 山口 山口

河本 久美子

142 ｵﾍﾟﾗ ﾌｫﾝ ﾒﾙﾍﾝｳﾞｪﾙﾄ

三輪 あつみ

100.0 L-68959 奈良 奈良

三輪 あつみ

201 ｱｸｱ ﾌｫﾝ ｼｪｯﾌｪﾙﾀｳｾﾝﾄ

山本 明子

100.0 L-67370 大阪 大阪

中澤 秀美

216 ｻﾞｯｸ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ

外和 信弘

100.0 L-67234 青森 青森

山岡 みな子

232 ｵｰｽﾁﾝ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ

安達 健

100.0 G-11103 神奈川 神奈川

藤田 尚子

237 ｱｸｾﾙ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆｨ ｽﾀｰ

保居 円香

100.0 L-67263 京都 京都

安藤 香代子

313 ｼｰ ﾌｫﾝ ﾒﾙﾍﾝｳﾞｪﾙﾄ

宮本 誠

100.0 L-69057 鳥取 鳥取

澤田 寛二

330 ﾍﾞﾘｰ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾒｸﾞ ﾊｳｽ

井川 良子

100.0 A-10379 神奈川 神奈川

井川 良子

335 ﾈﾘｰ ｵﾌﾞ ﾌｪｱ ｳｨﾝﾄﾞ

福田 亜由美

100.0 G-10819 兵庫 兵庫

新田 龍廣
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341 ｱｸﾋﾞ ｵﾌﾞ ﾄﾞｯｸﾞｳｯﾄﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ

吉川 ひかり

100.0 B-10664 愛知 愛知

小林 洋子

358 ｻﾞｲﾛｰｽﾞ ｵﾌﾞ ｽｨｰﾄ ﾌｧﾐﾘｰ

宮本 美穂子

100.0 L-67252 岡山 鳥取

村上 優子

361 (ﾑｰﾝ ｼｬﾄﾞｰ) ｴｱｰ ｶﾌﾟｾﾙ

時政 寿子

100.0 G-10573 大阪 大阪

坂本 節子

405 ｺｽﾓ ｵﾌﾞ ﾊｯﾋﾟｰ ｻﾌﾟﾗｲｽﾞ

亀重 良三

100.0 L-67188 兵庫 兵庫

南 敏子

424 ｻﾞｰｶﾞ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ

小川 智子

100.0 S-424303 大阪 大阪

小川 智子

439 ｱﾛﾏ ｵﾌﾞ ﾜﾝﾀﾞﾌﾙ ｷｯｽﾞ

藤原 裕子

100.0 L-68348 兵庫 兵庫

藤原 裕子

442 ｼｪﾗ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ

信達谷 美帆

100.0 G-10948 兵庫 愛知

松岡 正美

447 ﾌﾘｰｼﾞｱ ｵﾌﾞ ﾋﾞｸﾄﾘｰ ﾁｬｰﾑ

北林 弥生

100.0 L-68931 長野 長野

飯島 恵子

449 ｱﾘｽ ｵﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ ﾛｰﾄﾞ

八木 美穂

100.0 S-418519 兵庫 兵庫

前山 和道

450 ｸﾗﾗ ﾌｫﾑ ﾏｯｾﾙ ｼｭﾃﾙﾝ

湊 臣正

100.0 S-423011 愛知 岐阜

山本 猛夫

453 ﾕﾙ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ

安達 智子

100.0 S-425546 神奈川 神奈川

白濵 俊弘

528 ﾋﾞｰﾈ ｵﾌﾞ S. ｼﾄﾈ

松本 浩

100.0 G-9542 福井 福井

白木 清正

536 ﾋﾞｭｰﾃｨ ｵﾌﾞ ﾋﾞｰﾍﾟﾗ ｶｺｶﾞﾜ

三好 一彦

100.0 L-68919 愛媛 愛媛

眞鍋 伸二

547 ｾｼﾘｰ ﾌｫﾝ ﾒﾙﾍﾝｳﾞｪﾙﾄ

宮本 誠

100.0 L-68276 鳥取 鳥取

竺原 誠夫

406 ﾕﾗﾝﾀﾞ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｪﾙｼｭﾀﾝﾄﾊｲﾑ

遠田 瑠美

100.0 S-417536 山形 山形

遠田 瑠美

354 ｱﾘｱ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

松村 聡美

100.0 L-68446 愛知 愛知

小林 洋子

526 ｲﾗ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ

島田 紀子

100.0 L-67778 奈良 奈良

坂田 正祐
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4 ｸﾘｽﾀﾙ ｵﾌﾞ ﾐｵｻﾗ

三好 一彦

100.0 L-68170 愛媛 愛媛

宇都宮 益美

30 D ﾌﾞﾙｰ ｸﾘｽﾀﾙ ｵﾌﾞ ｼﾙｳﾞｧｰ ﾌｨｰﾙﾄﾞ

川西 忠昭

100.0 L-68804 香川 香川

磯野 秀美

131 ﾎﾟﾊﾟｲ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ

亀山 篤志

100.0 S-422877 香川 香川

亀山 篤志

309 ﾌﾛｰｳﾞｧ ｵﾌﾞ S. ｳｲｽﾀﾘｱ

鈴木 美貴子

100.0 S-418238 神奈川 神奈川

鈴木 美貴子

363 ﾃｽ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ

小林 玄太

100.0 L-64440 愛知 愛知

佐藤 俊彦

365 ｱﾙﾌﾟｽ (ｵﾌﾞ ｷﾞﾌｲﾏｵ)

伊藤 賢一

100.0 L-68125 愛知 愛知

小林 洋子

467 ｷｬﾛﾗｲﾝ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ

村岡 史子

100.0 L-64486 愛知 愛知

内田 恭子

542 ﾄﾞﾅﾙｰ ﾗｳﾝﾄﾞ ﾄｩ ﾗｳﾝﾄﾞ

杉田 竜馬

100.0 B-10666 東京 千葉

大城 正裕

552 ﾈｲﾁｬｰ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ

吉川 ひかり

100.0 S-423742 愛知 愛知

境 育代

459 ﾏﾘｰ (ｵﾌﾞ ﾕﾒｶ ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ)

藏 ひろみ

100.0 G-11006 京都 京都

馬場 加悦子

504 ﾊｰﾌﾟ ｵﾌﾞ ﾌｪｱ ｳｨﾝﾄﾞ

水谷 和代

100.0 L-64812 三重 三重

稲吉 眞由美

103 ｹﾞﾙﾄﾞ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾙｰ ｱｲﾗﾝﾄﾞ

二宮 小百合

96.0 G-10044 茨城 茨城

二宮 小百合

143 ｽｳｨｰﾄ ｺﾃｰｼﾞ ﾌﾟﾘﾝｽ

川上 順利

96.0 G-10348 千葉 千葉

川上 順利

303 ｺｽﾄﾍﾞﾗ ﾌｫﾑ ﾗｲﾄﾏﾝ

中井 善雄

96.0 L-66611 京都 京都

安田 育煕

337 ｴﾚﾅ ｵﾌﾞ ﾗｯｷｰ ｳｪｰﾌﾞ

松岡 里砂

96.0 S-425478 兵庫 兵庫

嶋澤 純代

343 ﾊﾞｰﾔ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ

外和 信弘

96.0 S-421024 青森 青森

外和 信弘

429 ﾍﾞﾙ ｵﾌﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾌｫﾚｽﾄ

田伏 和子

96.0 L-68396 和歌山 和歌山

田伏 和子
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441 ﾍﾞﾙ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ

堀内 辰夫

96.0 L-67905 茨城 茨城

堀内 辰夫

548 ｱﾙﾙ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾎｸﾗ

宮西 仁

96.0 S-420491 兵庫 兵庫

新田 龍廣

RCh 優
順位 ｾﾞｯｹﾝ 犬名得点 登録番号 指導手住所所有者住所所有者名 指導手名

1 ｱﾙﾌ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾎｸﾗ

八木 美穂

92.0 S-420490 兵庫 兵庫

井上 祐輔

21 ｸﾞﾚｰﾄ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

汐田 光則

92.0 S-419785 兵庫 兵庫

汐田 光則

32 ｱﾛｰ ｵﾌﾞ ｱｲ

南 和

92.0 G-10857 群馬 群馬

中森 美佐子

33 ｸﾗｰｸ ｵﾌﾞ ﾗｲｽ ｸﾞﾚｲｽ

北林 弥生

92.0 L-67725 長野 永野

北林 弥生

39 ﾌｫﾚ ｳﾞｪｰﾙ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

鈴木 章司

92.0 A-10381 北海道 青森

佐藤 智秀

43 ﾍﾞｰｾﾞﾝ ﾌｫﾝ ｽｲｼｮｰｴﾝ ｱｵｷ

則竹 素美

92.0 S-416684 愛知 愛知

別所 芳樹

104 ﾋﾞｭﾌｫﾝ ｵﾌﾞ ｼﾏﾅﾐ ｲｹﾀﾞ

川西 忠昭

92.0 G-10978 香川 香川

木村 朋樹

105 ﾋﾞﾘｰ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾎｸﾗ

松本 沙希

92.0 S-422265 兵庫 兵庫

八木 紀一

120 ｸﾛﾀｰﾙ ｾﾞﾛ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ

朝重 慧乙

92.0 S-422854 千葉 千葉

朝重 慧乙

124 ｶﾘﾌ ﾌｫﾝ ﾘｱﾝ ﾄｩｰﾙ

松岡 里砂

92.0 S-421504 兵庫 兵庫

岡田 省吾

132 ﾀﾞｰｽ ｵﾌﾞ ﾊｯﾋﾟｰ ｻﾌﾟﾗｲｽﾞ

柴田 義弘

92.0 L-68988 兵庫 兵庫

柴田 義弘

138 ｹﾌｪｳｽ ｵﾌﾞ ｳｨｽﾞ ﾄｰﾗｽ

小森 薫

92.0 S-419611 三重 愛知

太田 智恵

139 ｲｰﾀｰ (ｵﾌﾞ ﾐｽﾀｰ ﾌﾟﾘﾝ)

杉田 忍

92.0 L-68399 埼玉 千葉

木下 悦子
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208 ｷﾞﾌﾞｿﾝ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ

大森 弘士

92.0 L-67059 奈良 奈良

大森 弘士

211 ｱﾌﾞﾗﾑ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ

吉川 ひかり

92.0 G-10893 愛知 愛知

小林 洋子

224 ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ ｵﾌﾞ ｴｽﾎﾟｱｰﾙ ｼﾝｵｰｻｶ

有賀 和子

92.0 S-424547 長野 長野

有賀 和子

244 ｴﾄﾞﾑﾝﾄ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

嶋澤 純代

92.0 S-419308 兵庫 兵庫

浜浦 義一

247 ｲｰｸﾞﾙ ｵﾌﾞ C.K. ﾍﾞｯｸ

小森 薫

92.0 L-67809 愛知 愛知

大角 呼正

319 (ｸﾞﾝﾏ ﾌｸｼﾏｽﾞ) ｳｲﾆﾝｸﾞ ﾌﾗｯｸﾞ

田中 由利子

92.0 G-10889 長野 長野

田中 由利子

323 ｺｰﾃﾞﾘｱ ﾌｫﾝ ﾘｮｰ ｱｵｲ

小野寺 弘

92.0 S-416469 岩手 岩手

小野寺 弘

332 ｸﾞﾚｲｼｰ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ

大橋 小夜子

92.0 G-10485 愛知 愛知

大橋 小夜子

340 ﾌｭｶｽ (ｵﾌﾞ ｸﾞﾝﾏ ﾑﾗｷ)

里川 ひろみ

92.0 G-10424 埼玉 埼玉

小楠 真由美

347 ﾃﾞｨｰﾀｰ (ｵﾌﾞ ﾘｭｰ ﾊﾟｰｸ ﾔﾏｸﾗ)

中川 真奈

92.0 G-10800 愛知 愛知

今井 伴紀

352 ﾄﾞﾘｰﾑ ｶﾞｰﾙ ｵﾌﾞ ﾊｯﾋﾟｰ ｻﾌﾟﾗｲｽﾞ

保居 円香

92.0 L-68994 京都 京都

安藤 香代子

355 ﾄﾞﾘｰﾑ ｵﾌﾞ ﾄｰﾀｽ ﾏｳﾝﾃﾝ

秋本 洋子

92.0 S-423606 兵庫 兵庫

秋本 洋子

356 ﾊｰﾄﾞ ｳｨﾝ G-ｻﾗ

安達 健

92.0 A-10458 東京 神奈川

木村 和子

360 ｳﾞｨｳﾞｨｱﾅ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ

山田 侑里

92.0 S-422483 愛知 愛知

小林 素和

364 (ﾄﾚｼﾞｬｰ ｼｯﾌﾟ ｱｵｲ) ｼﾞｭﾉ

松田 亜紀

92.0 D-67749 埼玉 埼玉

河島 誠

366 ｱﾘｽ ｵﾌﾞ ｽｶｲ ｸﾛｰﾊﾞｰ

桒田 一輝

92.0 S-421215 兵庫 大阪

野澤 真寿美

401 ｲｻﾞﾍﾞﾗ (ｵﾌﾞ ｴﾘｰﾄ ｷﾀｼﾞﾏ)

南 和

92.0 G-10325 群馬 群馬

吉井 彰
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414 ﾃﾞｲｼﾞｰ ｵﾌﾞ ｻﾗ ﾛﾌﾞｽﾀ

元井 千恵美

92.0 S-420160 千葉 千葉

元井 千恵美

426 ｴｲｺｰﾝ ｵﾌﾞ ﾗﾌﾞﾘｰ ｵｯﾀｰ ﾃｲﾙ

河本 久美子

92.0 L-69025 山口 山口

河本 久美子

427 ｽｰ ｵﾌﾞ ﾋﾞｯｸﾞ ﾛｰﾄﾞ

西野 惠子

92.0 L-67369 山口 山口

西野 惠子

452 ﾃｨｱﾗ ﾌｫﾝ ｳｴｽﾄ ﾏｳﾝﾃﾝ

里川 ひろみ

92.0 B-10659 埼玉 埼玉

藤井 雅也

455 ｸｨｰﾝ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ

嶋澤 純代

92.0 S-424155 兵庫 兵庫

汐田 高子

461 ｼｬﾈﾙ ｵﾌﾞ ﾏｲ ﾘﾝﾄﾞ

松岡 里砂

92.0 S-425683 京都 兵庫

松居 哲也

466 ﾎﾞﾝ (ｵﾌﾞ ﾕｷﾝﾀ ﾏﾘｱ)

安達 智子

92.0 A-10449 神奈川 香川

榎本 智子

501 ｴｯｶﾞ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ

安達 智子

92.0 S-423457 神奈川 神奈川

安達 俊夫

508 (ﾄｰｷｮｰ ｼﾞｬｽﾞ) ﾘﾄﾙ ﾌﾟﾘﾝｾｽ ﾋﾟｴﾀ

川村 祐史

92.0 C-12266 宮城 宮城

遠藤 ゆかり

512 ｺﾘｰﾇ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ

安達 智子

92.0 L-69212 東京 神奈川

越川 尚男

514 ﾍﾞｽ ｵﾌﾞ ｱｲ

南 和

92.0 G-11105 群馬 群馬

黒澤 始

515 ﾕﾘｶ ｵﾌﾞ ﾌｸｲ ｼｬｲﾆﾝｸﾞｽﾀｰ

松本 浩

92.0 S-417700 福井 福井

池本 委加

523 ﾍﾞｱﾄﾘｽ ｵﾌﾞ ﾎﾟｰﾛﾆｱ ﾄｩｲﾝｸﾞ

上田 知子

92.0 A-10410 大阪 大阪

上田 知子

531 ｸｳﾞｨｯﾃ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｼｵﾝ

備瀬 順子

92.0 S-423430 沖縄 沖縄

赤嶺 美佳

534 ﾍﾟｷﾞｰ ｵﾌﾞ ｻｳｽ ｶﾝﾄﾘｰ

松本 円

92.0 L-66885 北海道 北海道

松本 円

535 ｱﾘｽ ｵﾌﾞ ｼﾏﾅﾐ ﾎﾝﾘｭｰｿｳ

藏 ひろみ

92.0 L-66222 京都 京都

黒田 明

545 ﾈﾙﾀﾞ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ

山本 明子

92.0 S-423616 大阪 大阪

山本 明子



【臭気選別成績一覧】 ～開催日 :

Page : 8
出場頭数： 頭 決戦出場頭数(*) 頭

2021/10/16 2021/10/18
322 0

Chg： 頭( %) R.Ch： 頭( %)68 21.1 49 15.2

RCh 優
順位 ｾﾞｯｹﾝ 犬名得点 登録番号 指導手住所所有者住所所有者名 指導手名

553 ﾓﾁ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ

信達谷 美帆

92.0 L-68543 愛知 愛知

小林 洋子

17 ﾅｲﾄ ﾌｫﾑ ﾃﾞｨｯｸ ﾍﾙﾄ

竹村 勇一

91.0 S-416086 秋田 秋田

竹村 勇一

特良
順位 ｾﾞｯｹﾝ 犬名得点 登録番号 指導手住所所有者住所所有者名 指導手名

8 ｳﾞｫﾗｰﾄ ﾌｫﾝ ｱﾘﾏﾂ ｵｹﾊｻﾞﾏｿｳ

村岡 史子

87.0 S-424539 愛知 愛知

榊原 琢也

11 ﾖｽﾄ ｵﾌﾞ ｸﾞﾚｰﾄ ｼｰﾄﾞ

白水 高司

87.0 S-420617 佐賀 福岡

川島 新一

15 ﾕﾝｶｰ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

嶋澤 純代

87.0 S-421107 三重 兵庫

花尻 好司

19 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ｱﾄﾞﾆｽ (ｵﾌﾞ ﾊｶﾀ ﾌｨｰﾙﾄﾞ)

川上 順利

87.0 G-10347 千葉 千葉

川上 順利

102 ｸﾙﾄ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

藤原 裕子

87.0 S-421307 沖縄 兵庫

山内 昌靖

134 ﾙｰﾍﾞﾝ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ M. I. D.

西 さおり

87.0 G-10871 岐阜 岐阜

西 さおり

137 ｱﾀﾞﾑ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ

宗平 博士

87.0 S-417377 兵庫 兵庫

宗平 博士

205 ｶﾞｳﾞｧｲﾝ ﾌｫﾑ ﾌﾝﾃﾞ ｼｭｰﾚ

佐合 智絵

87.0 S-419978 愛知 愛知

加藤 佳子

310 ｱﾙﾃﾐｽ (ｵﾌﾞ A.A.C. ｸﾛｽ ｶﾝﾄﾘｰ)

岩崎 未裕

87.0 L-67307 群馬 群馬

福田 郁子

314 ﾘﾝﾀﾞ ﾌｫﾝ ｱﾘﾏﾂ ｵｹﾊｻﾞﾏｿｳ

村田 美奈

87.0 S-414634 三重 三重

村田 美奈

339 ｱﾘｽ ｵﾌﾞ ｱﾆｰﾀ ﾜｰﾙﾄﾞ

庄司 一宏

87.0 L-67754 岡山 岡山

庄司 一宏

454 ｱﾙﾃｨﾏ ｵﾌﾞ ﾄｰﾀｽ ﾏｳﾝﾃﾝ

山口 さつき

87.0 L-64972 神奈川 神奈川

山口 さつき

460 ｱﾃﾞﾘｰ ｵﾌﾞ ｱｲ

今井 円

87.0 G-10768 群馬 群馬

今井 円
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521 ｳｪﾘｰ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ

菊池 久美

87.0 G-9703 埼玉 埼玉

菊池 久美

540 ﾖｰﾗ ﾌｫﾝ ﾔﾏﾄ ﾓﾘﾔ

山田 侑里

87.0 S-417702 愛知 愛知

加藤 芳夫

13 ｳｰﾙﾏﾝ ｵﾌﾞ ｾｲﾝﾄ ﾅﾂﾒﾀﾞ

今井 円

85.0 D-67053 群馬 群馬

今井 円

16 ﾄｰﾙ ﾌｫﾝ ｸﾞﾘｭｰﾈﾝ ﾛｯｺｰ

松本 沙希

85.0 S-421054 兵庫 兵庫

前山 和道

20 ﾍﾞﾝｼﾞｰ ｵﾌﾞ ｼﾏﾅﾐ ﾎﾝﾘｭｰｿｳ

吉川 ひかり

85.0 L-66903 福島 愛知

半澤 清三郎

25 ﾄﾚｼﾞｬｰ (ｵﾌﾞ ﾏｻﾞｰ ﾌﾟﾗﾈｯﾄ)

小森 薫

85.0 L-67310 愛知 愛知

池森 由幸

27 ﾋﾞｰﾘｰﾑ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ

外和 信弘

85.0 L-67865 秋田 青森

平川 深雪

31 ｶｰﾙﾏﾝ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ T. ｻｲﾄｰ

小林 素和

85.0 S-423134 愛知 愛知

畑中 松郎

42 ﾍﾞﾗﾐｰ ｵﾌﾞ ﾄｰﾀｽ ﾏｳﾝﾃﾝ

亀山 篤志

85.0 L-66726 香川 香川

鎌田 政子

45 (ﾛｰｶｽ ｶﾞｰﾃﾞﾝ) ﾌﾞﾙｰﾋﾟｰﾀｰ

西垣 堅志

85.0 L-67351 大阪 大阪

壺井 義統

101 ﾌｫｽ II ﾌｫﾝ ｱﾘﾏﾂ ｵｹﾊｻﾞﾏｿｳ

村岡 史子

85.0 S-423593 愛知 愛知

盛田 秀一

106 ｳﾙ ﾌｫﾝ ｱﾘﾏﾂ ｵｹﾊｻﾞﾏｿｳ

則竹 素美

85.0 S-423464 愛知 愛知

伊澤 昌宏

107 ｼﾞｬﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ ｵﾌﾞ ﾆｭｰ ｽﾄｯｸ

松本 円

85.0 L-68301 北海道 北海道

松本 円

111 (A.N. ﾏｳﾝﾃﾝ) ｼｭﾙｰﾄﾞ

川西 忠昭

85.0 G-10065 香川 香川

土岐 奈美緒

113 ﾊﾘｴｯﾄ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ

山本 明子

85.0 S-420917 大阪 大阪

梶村 源太朗

117 (ﾄﾚｼﾞｬｰ ｼｯﾌﾟ ｱｵｲ) ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ

信達谷 美帆

85.0 D-67769 愛知 愛知

内藤 忠司

122 ﾌﾞﾗｰﾑｽ ｵﾌﾞ ﾗｲｽ ｸﾞﾚｲｽ

倉澤 庸之

85.0 L-67554 長野 長野

倉澤 庸之
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127 ｱﾗﾑｰﾄ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ

松田 亜紀

85.0 S-420940 埼玉 埼玉

磯部 靖宏

136 F-ｳﾙﾌ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ﾍﾞｯｹﾝ

山田 晃正

85.0 S-422653 愛媛 愛媛

山田 晃正

202 (ｾﾝﾄ ﾗﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ) ｸﾞﾛｰﾘｰ ｳｫﾙﾌｨ

永吉 由美子

85.0 L-68624 東京 神奈川

佐々木 雅一

212 ｼﾞｰﾙ ｵﾌﾞ ｻｳｽ ｴﾝﾄﾞ

赤嶺 美佳

85.0 S-414477 沖縄 沖縄

山内 昌靖

213 ｱﾌﾘｰﾄ (ｵﾌﾞ ﾂﾅ ｲｼｶﾜ)

八木 美穂

85.0 L-68495 兵庫 兵庫

吉田 介康

219 ｺﾝﾄﾞﾙ (ｵﾌﾞ ｵｶﾔﾏ ﾑｷﾞﾜﾗ)

芦田 任巨

85.0 G-10942 奈良 奈良

小鍛治 正明

235 ｱﾚｯｸｽ (ｵﾌﾞ ｼﾞﾗｿｰﾚ)

林 久子

85.0 L-67486 兵庫 兵庫

林 久子

242 (ｾﾄｸﾞﾁ ｻｶﾞ) ｷｭｰﾋﾟｯﾄﾞ

三浦 由子

85.0 L-66702 山口 山口

三浦 由子

245 ｼｴﾙ ｵﾌﾞ ﾊｯﾋﾟｰ ｻﾌﾟﾗｲｽﾞ

柴田 義弘

85.0 L-67185 兵庫 兵庫

柴田 義弘

318 ﾊﾞｼﾞﾙ ｵﾌﾞ ｸﾗﾗ ﾊｳｽ

市川 久実

85.0 A-10372 千葉 千葉

古宮 祥貴

321 ﾊﾟﾃｨｰ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ

桂川 まゆみ

85.0 L-67656 長野 長野

桂川 まゆみ

322 ﾊﾝﾅ ｵﾌﾞ ﾍﾞﾙ ｴﾝｼﾞｪﾙ

中島 和子

85.0 S-417047 埼玉 埼玉

中島 和子

327 ｶﾉﾝ ｵﾌﾞ ﾗｲｽ ｸﾞﾚｲｽ

飯島 恵子

85.0 L-67726 長野 長野

飯島 恵子

329 ｸｳﾞｨｽﾀ ﾌｫﾝ ｱﾘﾏﾂ ｵｹﾊｻﾞﾏｿｳ

村岡 史子

85.0 S-418788 愛知 愛知

河村 三枝子

333 ﾊｰﾄﾞ ｳｨﾝ ｸﾞﾘｺ

安達 智子

85.0 A-10457 長野 神奈川

上松 陽光

334 ﾀﾞｯﾁｽ (ｵﾌﾞ ﾜﾝﾌﾞｰ)

佐合 智絵

85.0 G-10976 愛知 愛知

市野 武

336 ﾗｲﾏ II ﾌｫﾝ ｱﾘﾏﾂ ｵｹﾊｻﾞﾏｿｳ

村岡 史子

85.0 S-420002 愛知 愛知

馬場園 政信



【臭気選別成績一覧】 ～開催日 :

Page : 11
出場頭数： 頭 決戦出場頭数(*) 頭

2021/10/16 2021/10/18
322 0

Chg： 頭( %) R.Ch： 頭( %)68 21.1 49 15.2

特良
順位 ｾﾞｯｹﾝ 犬名得点 登録番号 指導手住所所有者住所所有者名 指導手名

348 ﾅﾀﾘｰ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ

水谷 和代

85.0 S-423615 三重 三重

水谷 和代

350 ｱﾗﾍﾞｽｶｰﾄ ｵﾌﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾌｫﾚｽﾄ

田伏 和子

85.0 L-66664 和歌山 和歌山

林 正典

351 ｱﾋﾞｹﾞｰﾙ ｵﾌﾞ ﾄﾞｯｸﾞｳｯﾄﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ

小林 洋子

85.0 B-10662 愛知 愛知

井本 誠寿

362 ﾊﾞﾝﾋﾞ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾎｸﾗ

八木 美穂

85.0 S-422267 兵庫 兵庫

松井 春枝

367 ﾔﾏﾄﾅﾃﾞｼｺ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ

山田 侑里

85.0 S-423564 愛知 愛知

山中 雅文

368 ｵﾘｰ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

嶋澤 純代

85.0 S-423238 兵庫 兵庫

伊藤 紀子

408 ﾃﾞｭﾗｽ (ｵﾌﾞ ﾔﾏ ｹﾞﾝ)

葛西 香織

85.0 L-66113 埼玉 埼玉

福島 千代美

413 ｷｬﾝﾃﾞｨ ﾌｫﾝ ﾋﾝﾒﾙﾌﾞﾗｳ

松浦 哲也

85.0 S-416878 千葉 千葉

松浦 哲也

415 ｷｭｰﾄ ｵﾌﾞ ﾄﾚｼﾞｬｰ ﾌｨｰﾙﾄﾞ

野村 真由美

85.0 S-424006 岐阜 岐阜

野村 真由美

416 Z-ﾊﾙ ｵﾌﾞ ﾋﾞｯｸﾞ ﾛｰﾄﾞ

大道 克士

85.0 L-68489 岡山 岡山

後神 知子

418 (ｷﾘｺｽﾞ) ｻｲﾚﾝﾄ ｲﾘｭｰｼﾞｮﾝ

藤井 和子

85.0 C-12267 埼玉 埼玉

藤井 和子

419 ﾊﾞﾝｸﾞﾙ ｵﾌﾞ ｼﾏﾅﾐ ｲｹﾀﾞ

亀山 伸二

85.0 G-11023 香川 香川

石原 かおり

422 ﾊﾟﾗｽ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｼｵﾝ

國吉 菜月

85.0 S-421728 沖縄 沖縄

山内 昌靖

428 ｸｴﾆｰ ﾌｫﾑ ﾌﾞﾗｰｳﾞｪﾝ ﾌﾞﾗｰｸ

稲井 かおる

85.0 S-415892 大阪 大阪

稲井 かおる

431 ﾀﾞﾘｱ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝﾈｽ ｱﾙﾊﾝﾌﾞﾗ

大西 晶三

85.0 L-64829 兵庫 兵庫

大西 晶三

435 ｴﾋﾞｱﾝ (ｵﾌﾞ ｸﾞﾝﾏ ﾑﾗｷ)

小楠 真由美

85.0 G-10324 埼玉 埼玉

小楠 真由美

443 ﾊｰﾄﾞ ｳｨﾝ ｼﾞｪﾑ

永吉 由美子

85.0 A-10459 神奈川 神奈川

野口 治子



【臭気選別成績一覧】 ～開催日 :

Page : 12
出場頭数： 頭 決戦出場頭数(*) 頭
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特良
順位 ｾﾞｯｹﾝ 犬名得点 登録番号 指導手住所所有者住所所有者名 指導手名

444 ﾌﾟﾘﾝｾｽ ﾏﾘｰ ｵﾌﾞ ｼﾙｳﾞｧｰ ﾖｼﾐ

小林 玄太

85.0 S-411070 愛知 愛知

糟谷 直子

445 ﾊｯﾋﾟｰ ｵﾌﾞ ﾌｪｱ ｳｨﾝﾄﾞ

時政 寿子

85.0 L-64813 奈良 大阪

足立 輝雄

457 ｼｪﾘｰ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ

外和 信弘

85.0 S-422904 青森 青森

外和 信弘

458 ﾌｫﾚ ｳﾞｪｰﾙ ｸﾞｯﾁ

鈴木 章司

85.0 A-10388 北海道 青森

南部 ひとみ

468 ｳﾞｨｰﾅｽ ｵﾌﾞ ﾖｺﾊﾏ ｼﾞｭｳﾞｨﾅｲﾙ

安達 健

85.0 A-10461 神奈川 神奈川

池部 敏市

507 ｲｪｯﾀ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

桐谷 夏海

85.0 S-421108 兵庫 兵庫

嶋澤 純代

511 ﾍﾞﾃｨｰ ｵﾌﾞ ｱﾆｰﾀ ﾜｰﾙﾄﾞ

庄司 一宏

85.0 L-68905 岡山 岡山

庄司 一宏

518 ｱﾘｰｱ ｵﾌﾞ ｻｳｽ ｽﾀｰ

山口 正

85.0 L-66137 神奈川 神奈川

山口 正

519 ﾌﾞｰｹ ｵﾌﾞ ｱｲ

高村 さおり

85.0 G-10954 群馬 群馬

高村 さおり

522 ﾌｪｽﾀ ｵﾌﾞ ｳｴｽﾄ ｱｼﾀﾞ

小林 玄太

85.0 S-421029 愛知 愛知

糟谷 直子

525 ｸﾝ ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ (ｵﾌﾞ ｸﾝｸﾝ ﾊｳｽ)

石井 久

85.0 L-67224 秋田 秋田

石井 久

527 ﾃﾞｨﾋﾞﾆﾃｨｰ ｵﾌﾞ ﾌﾟﾚｼﾞｰﾙ

伊藤 弘美

85.0 L-68243 東京 東京

伊藤 弘美

529 ﾌﾞﾘｼﾞｯﾄ ｵﾌﾞ ｻﾏｰ ｽﾉｳ

時政 寿子

85.0 A-10446 大阪 大阪

三宅 弘

530 ｱﾝﾅ ﾌｫﾑ ﾌﾞﾗｳ ﾚｰｹﾞﾝ

里川 ひろみ

85.0 B-10686 埼玉 埼玉

藤井 雅也

532 ｲｷﾞｰ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ

芦田 任巨

85.0 G-10754 奈良 奈良

芦田 公実子

537 ﾀﾞﾌﾞ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾎｸﾗ

八木 美穂

85.0 G-10916 兵庫 兵庫

中尾 克子

543 ｱﾙｸｲﾝ ﾌｫﾝ ﾒﾙﾍﾝｳﾞｪﾙﾄ

藤本 芳成

85.0 L-69067 兵庫 兵庫

小南 美幸



【臭気選別成績一覧】 ～開催日 :
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出場頭数： 頭 決戦出場頭数(*) 頭

2021/10/16 2021/10/18
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546 ｸﾞﾚｰﾃ ﾌｫﾝ ｸﾞﾗｰﾍﾞﾝ

亀山 伸二

85.0 S-423367 香川 香川

十川 初子

549 ﾍﾞﾙ ｵﾌﾞ ﾗｯｷｰ ｳｪｰﾌﾞ

松岡 里砂

85.0 L-68552 兵庫 兵庫

嶋澤 純代

551 ﾍﾞﾙﾅ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ

松田 亜紀

85.0 S-421026 埼玉 埼玉

松田 亜紀

555 ｴﾌｨ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ

阿部 明子

85.0 S-419242 奈良 奈良

阿部 明子

良
順位 ｾﾞｯｹﾝ 犬名得点 登録番号 指導手住所所有者住所所有者名 指導手名

344 ｷｽ ﾐｰ ｺﾕｷ ｵﾌﾞ ｱｽｶ ﾀﾁﾊﾞﾅ

杉山 由記子

75.0 L-64892 愛知 愛知

近藤 純子

423 ﾕﾘｱ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｼｵﾝ

富村 清美

75.0 S-417116 沖縄 沖縄

山内 昌靖

順位 ｾﾞｯｹﾝ 犬名得点 登録番号 指導手住所所有者住所所有者名 指導手名

410 ﾂｧﾗ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ

関澤 和彦

65.0 L-66614 京都 京都

山田 新平

425 ﾉｳﾞｧ ｵﾌﾞ ﾄﾞﾗｺﾞﾝ ﾃﾝｲﾁ III

庄司 一宏

65.0 L-64355 岡山 岡山

庄司 一宏

432 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ (ｵﾌﾞ ｵｶﾔﾏ ﾑｷﾞﾜﾗ)

北村 香陽子

65.0 G-10706 香川 香川

石川 美奈子

順位 ｾﾞｯｹﾝ 犬名得点 登録番号 指導手住所所有者住所所有者名 指導手名

306 ｲﾘｺ ｵﾌﾞ ﾄｰﾀｽ ﾏｳﾝﾃﾝ

亀山 伸二

50.0 L-67024 香川 香川

亀山 伸二

320 ｱﾘｼｱ ﾌｫﾝ ｼｭﾃﾙﾝ ﾚｷｵ

仲里 みどり

50.0 S-416524 沖縄 沖縄

山内 昌靖

417 ｷｬﾅﾙ ｵﾌﾞ ﾊｯﾋﾟｰ ｻﾌﾟﾗｲｽﾞ

柴田 義弘

50.0 L-67187 兵庫 兵庫

柴田 義弘

438 ｱﾘｽ ｵﾌﾞ ﾄﾞｯｸﾞｳｯﾄﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ

丹羽 慶子

50.0 B-10665 愛知 愛知

宇井 五月



【臭気選別成績一覧】 ～開催日 :
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出場頭数： 頭 決戦出場頭数(*) 頭
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順位 ｾﾞｯｹﾝ 犬名得点 登録番号 指導手住所所有者住所所有者名 指導手名

506 ｲﾙﾏ ﾌｫﾑ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ｶｲｻﾞｰ

坂下 満

50.0 S-416883 大阪 大阪

八木 幸雄

516 ﾃｲﾗｰ ｵﾌﾞ ﾌｫﾝ ｳﾞｪﾘﾃ

堀井 裕子

50.0 G-10391 埼玉 埼玉

堀井 裕子

231 ﾅｯﾂ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｼｽﾞｵｶ

山田 多絵

49.0 S-420370 静岡 静岡

大村 由美子

6 ｼﾞｪｲﾅｽ ﾌｫﾑ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ｶｲｻﾞｰ

秋山 健吾

10.0 L-67225 山梨 山梨

秋山 華代

7 (ﾛｰｶｽ ｶﾞｰﾃﾞﾝ) ｹﾞｰﾌﾞﾙ

里川 ひろみ

10.0 L-68471 埼玉 埼玉

遠藤 善孝

12 ｱﾙﾋﾟﾆｽﾄ (ｵﾌﾞ ﾊﾏｷﾀ ｽｶｰﾚｯﾄ)

西 さおり

10.0 G-10913 岐阜 岐阜

西 さおり

18 ｱﾄﾞﾆｽ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ

藏 ひろみ

10.0 L-68195 京都 京都

岡田 義和

22 ｷﾞﾙﾄﾞ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

嶋澤 純代

10.0 S-419786 兵庫 兵庫

寺本 英子

23 ｱﾚｯｸｽ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾒｸﾞ ﾊｳｽ

上中 弘子

10.0 A-10369 京都 京都

上中 弘子

28 ﾅﾝﾃﾞｨﾛ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ

山本 明子

10.0 S-423611 大阪 大阪

梶村 源太朗

29 ｿｰﾆｰ ｵﾌﾞ ﾄｼｴ ﾜｰﾙﾄﾞ

山田 侑里

10.0 L-67311 愛知 愛知

横井 英一

36 ｱﾚｯｸｽ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄ ﾘｯﾀｧ

中丸 忠

10.0 S-419092 神奈川 神奈川

中丸 忠

37 ﾔｰﾙ ﾌｫﾑ ﾗｲﾄﾏﾝ

青原 依意子

10.0 S-416885 和歌山 和歌山

青原 恭弘

38 ｱﾚﾝ ﾌｫﾝ ﾓﾝﾄﾞｭ ﾊﾏｰ

山内 昌靖

10.0 S-425932 沖縄 沖縄

仲本 和美

44 ｳｫｰﾚﾝ ｵﾌﾞ ｱｲ

岩崎 未裕

10.0 S-420963 群馬 群馬

小林 久子

109 ﾎﾟﾜ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｼｵﾝ

富村 清美

10.0 S-421722 沖縄 沖縄

富村 清美

110 ﾈﾛ ﾂｰ ﾃﾞﾝ ﾍﾞﾙｼﾞｰｹﾞﾝ ﾍﾞﾙﾝ

渡邊 勝之

10.0 S-416434 千葉 東京

石井 光夫
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114 ﾄﾞｩｯｸｽ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ

田中 香織

10.0 S-419079 奈良 奈良

田中 香織

116 ｱｳﾞｧﾝ ﾌｫﾝ ｵｰｼｬﾝ ｷｬﾅﾙ

竹中 大輔

10.0 S-421360 大阪 大阪

竹中 大輔

125 ｾﾞｽﾄ ｵﾌﾞ ﾋﾞｯｸﾞ ﾛｰﾄﾞ

八木 美穂

10.0 L-68485 兵庫 兵庫

乾 新悟

128 (ﾎﾜｲﾄ ﾊﾞﾙｰﾝ) ｴｸｾﾚﾝﾄ

岩崎 未裕

10.0 L-69351 群馬 群馬

ﾋﾞｭｰｴﾙ 芳子

130 ﾋﾞﾘｰ ｵﾌﾞ ﾗｯｷｰ ｳｪｰﾌﾞ

吉川 ひかり

10.0 L-68549 愛知 愛知

小林 洋子

144 ﾖﾊﾝ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ

永田 路子

10.0 S-421889 静岡 静岡

永田 路子

145 ｸｨﾘﾅｽ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｼｽﾞｵｶ

山田 多絵

10.0 S-423130 静岡 静岡

神戸 裕司

207 ｲﾝﾊﾟｸﾄ (ｵﾌﾞ ﾄﾖﾊｼ ﾋﾛﾅｶ)

桒田 一輝

10.0 G-11012 大阪 大阪

山下 美里

214 B-ｼﾘｳｽ ｵﾌﾞ ﾍﾞｰｼｽ ﾗﾝﾄﾞ

時政 寿子

10.0 S-416661 大阪 大阪

平田 千香子

217 ｳﾞｫｰﾀﾝ ﾌｫﾝ ｱﾘﾏﾂ ｵｹﾊｻﾞﾏｿｳ

村岡 史子

10.0 S-424540 愛知 愛知

齋藤 一久

220 ｱﾚｯｸ ｵﾌﾞ ｱﾆｰﾀ ﾜｰﾙﾄﾞ

齋藤 道

10.0 L-67752 山形 山縣

齋藤 道

222 ｱｰﾛﾝ ｵﾌﾞ ﾛｲﾔﾙ ｽﾀｰ

川西 忠昭

10.0 L-68368 香川 香川

白井 香代

225 ｺｽﾞﾐｯｸ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ｳｫｰﾙﾀｰﾄ ﾌﾙﾌﾄ

五十嵐 孝男

10.0 S-420413 千葉 千葉

五十嵐 孝男

226 ﾌｫﾚ ｳﾞｪｰﾙ ｶﾞﾗﾊｯﾄ

鈴木 章司

10.0 A-10386 青森 青森

古郡 華子

234 ｸﾘｽﾀﾙ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾎｸﾗ

八木 紀一

10.0 G-10846 兵庫 兵庫

中尾 克子

239 ﾀﾞｲｱﾝ ﾂﾑ ｱﾝﾄﾜｰﾌﾟ ﾁｬｰﾙｽﾄﾝ

大谷 典子

10.0 S-417306 兵庫 奈良

東浦 孝之

241 ﾎﾞｽﾄﾝ ﾘﾝﾀ ﾌｫﾝ ﾃﾞﾝ ﾎｰｴﾝ ﾂｳﾞｧｲｹﾞﾝ

市川 久実

10.0 L-68703 千葉 千葉

木下 孔明
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243 ｱﾙｼｬｲﾝ ｵｰﾘｽ (ｵﾌﾞ ｱｽﾄﾗﾑ)

松井 俊英

10.0 G-10450 愛知 愛知

松井 俊英

246 ﾊﾄﾞ ﾌｫﾑ ｹｰﾆﾋｽｱﾚｰ

久保木 孝男

10.0 S-417445 東京 東京

内野 誠一

301 ﾍﾞｯﾂｨｰ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ T. ｻｲﾄｰ

松本 浩

10.0 S-411941 福井 福井

平本 敦子

302 ﾏｰﾍﾞﾙ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｼｽﾞｵｶ

山田 多絵

10.0 S-419117 静岡 静岡

神戸 裕司

307 ﾃﾞｰｼﾞｰ III ｵﾌﾞ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

真鍋 嘉孝

10.0 L-66722 愛知 岐阜

酒井 孝芳

308 ﾌｧｳﾝﾄﾞﾘｽ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ﾉﾙﾈ

久保木 直美

10.0 L-66382 東京 東京

佐藤 幸枝

324 ｶｰﾚ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾗｲﾋｪﾝ ｳﾞｨｰｾﾞ

安達 智子

10.0 S-424908 神奈川 神奈川

安達 俊夫

331 K. ﾄﾛ ｱﾑｰﾙ ｶｰﾈ ﾏｼｪﾘ

信達谷 美帆

10.0 L-68645 静岡 愛知

飛田 英美

342 (ｸﾞﾝﾏ ﾌｸｼﾏｽﾞ) ﾚｷﾞｭﾗｰﾌｫﾛｰ

二宮 小百合

10.0 G-10370 埼玉 茨城

丹井 亮一

349 ﾊﾞﾝﾋﾞ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ

芦田 任巨

10.0 G-10731 奈良 奈良

豊川 規子

357 ﾁｬｰﾑ (ｵﾌﾞ ﾏﾂｻｶ ﾓﾘﾓﾄ)

三好 一彦

10.0 L-68112 愛媛 愛媛

眞鍋 伸二

359 ｲﾙﾐﾅ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ﾘｴ O.

川口 哲央

10.0 S-424506 大阪 大阪

染野 吉晃

402 ﾌﾞｰｹ ﾌｫﾝ ﾒﾙﾍﾝｳﾞｪﾙﾄ

市川 久実

10.0 L-69349 千葉 千葉

渡辺 万文

409 ﾃﾞｲｼﾞｰ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾘﾎﾞﾝ

福田 亜由美

10.0 A-10414 兵庫 兵庫

宮西 仁

420 ｳﾀ ﾌｫﾝ ﾜｶﾐ ｼﾝﾄﾞｰ

小林 康一

10.0 S-423077 長野 長野

小林 康一

434 ﾖｰﾗ ﾌｫﾑ ｱｯｼｪﾝﾊﾞｯﾊ

中田 道治

10.0 S-420795 青森 青森

松田 光生

437 ｸﾛｰﾈ ｵﾌﾞ ﾌｪｱ ｳｨﾝﾄﾞ

宮西 仁

10.0 G-10321 兵庫 兵庫

新田 龍廣
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440 ｱｰﾘｱ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾎｸﾗ

松本 沙希

10.0 S-420492 兵庫 兵庫

土井 正孝

448 ﾊｲｼﾞ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ

山田 侑里

10.0 L-68013 愛知 愛知

小林 洋子

463 ｱﾏﾘﾘｽ ｵﾌﾞ ｼﾝｻﾝ ｼｮｳｶｲ

吉川 ひかり

10.0 L-69154 愛知 愛知

数藤 和恵

464 ｸｳﾞｪﾗ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ

川西 忠昭

10.0 L-68780 香川 香川

多田 美乃

465 ｱｸｱ ﾌｫﾝ ﾊﾞｳﾑ ｱﾊﾄ

坂下 満

10.0 S-422969 兵庫 大阪

奥野 晴彦

469 ｱｲｰﾀﾞ ｵﾌﾞ ﾗｲｽ ｸﾞﾚｲｽ

飯島 恵子

10.0 L-64480 長野 長野

飯島 恵子

517 ｱﾙﾅ ｵﾌﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾌｫﾚｽﾄ

田伏 和子

10.0 L-66663 和歌山 和歌山

西川 エミ

520 ﾘｯﾁ ﾌｫﾑ ﾖｺﾊﾏ ｼｭﾄﾗﾝﾄ

杉浦 基之

10.0 S-426496 東京 東京

老田 岳志

524 ｱﾌﾟﾘｺｯﾄ ｵﾌﾞ ｽｶｲ ｸﾛｰﾊﾞｰ

勘坂 真司

10.0 S-421217 富山 富山

勘坂 真司

533 ｸｨｰﾝ ﾌｫﾝ ｻｸｼｭｳ ﾑｻｼ

中川 真奈

10.0 S-424093 岐阜 愛知

藤井 ゆきえ

538 ﾊﾞﾝﾌﾞｰ ｵﾌﾞ ｷｮｳﾀﾝｺﾞ

中井 善雄

10.0 L-66940 滋賀 京都

加藤 百合子

539 ﾃﾞｨｳﾞｧ (ｵﾌﾞ ﾐｻｷ ﾎﾞｸｼﾞｮｰ)

川西 忠昭

10.0 G-10426 香川 香川

白井 香代

40 ｺﾞｰﾄﾞ ｵﾌﾞ ﾍﾞﾙ ｴﾝｼﾞｪﾙ

中島 和子

9.0 S-414696 埼玉 埼玉

中島 和子

119 ﾔｯﾂ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｪﾙｼｭﾀﾝﾄﾊｲﾑ

冨重 博昭

9.0 S-417531 埼玉 埼玉

冨重 博昭

2 ﾄﾞｩｰｴ ｵﾌﾞ ﾛｼﾞｰﾀﾞ 51

中川 真奈

0.0 S-421672 愛知 愛知

伊藤 正博

3 ﾍﾞﾙﾌｧｰｽﾄ ｵﾌﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾌｫﾚｽﾄ

田伏 和子

0.0 L-68389 和歌山 和歌山

林 正典

9 (A.N. ﾏｳﾝﾃﾝ) ﾗｲﾗｯｸ

葛崎 千夏

0.0 G-11102 兵庫 大阪

関田 トキヨ
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24 ｴﾄﾞｶﾞｰ ｵﾌﾞ ｲﾝﾀｰﾌｧｰﾑ

桐谷 夏海

0.0 S-421450 兵庫 兵庫

宇野 義彦

34 ｴｽﾌﾟﾘ II ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

秋本 洋子

0.0 S-419307 兵庫 兵庫

秋本 洋子

46 ﾌﾞﾘｯﾂ ｵﾌﾞ ﾎﾟｰﾛﾆｱ ﾄｩｲﾝｸﾞ

森 健

0.0 A-10408 東京 東京

森 健

47 ﾎﾞｽ ｵﾌﾞ ｱｲ

伊藤 彩乃

0.0 G-11104 群馬 群馬

吉井 彰

112 ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ

山田 侑里

0.0 G-10746 愛知 愛知

加藤 芳夫

115 ﾎﾗｽ (ｵﾌﾞ ﾊｳｽ T. & R.)

里川 ひろみ

0.0 G-10999 埼玉 埼玉

西浦 典子

123 ﾙﾃﾞｨ ｵﾌﾞ ｽｰﾊﾟｰ ｸｨｰﾝ

黒木 清

0.0 D-67827 栃木 栃木

黒木 清

126 (ｷﾘｺｽﾞ) ﾌﾞﾙｰ ﾓｰﾒﾝﾄ

小田 京子

0.0 C-12254 奈良 奈良

小田 京子

129 ﾌﾞﾙｰｽ (ｵﾌﾞ ﾐｽﾀｰ ﾌﾟﾘﾝ)

伊藤 彩乃

0.0 L-69352 群馬 群馬

佐藤 秀樹

146 (ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ｳｨｰﾄ) ﾌﾞﾙｰ ﾃﾞｲｼﾞｰ

南 和

0.0 G-11106 群馬 群馬

大野 学

204 ｱﾝﾋﾞｼｮﾝ ﾌｫﾝ ﾒﾙﾍﾝｳﾞｪﾙﾄ

川口 哲央

0.0 L-67099 大阪 大阪

雨田 克子

209 ｱﾍﾞﾙ ｵﾌﾞ ｱﾄﾗﾝﾃｨｰｽﾞ ﾄﾞﾘｰﾑ

三上 こずえ

0.0 S-415040 茨城 茨城

佐藤 常美

210 ｱﾘｰ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ

林 久乃

0.0 S-420938 青森 青森

林 久乃

215 ﾊﾞｼﾞﾙ ﾌｫﾝ ｶﾛｰﾗ ｺｼﾞﾏ

高木 双一

0.0 S-424114 福岡 福岡

高木 双一

218 ｵｲﾘｯﾋ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｲｾ

藤原 裕子

0.0 S-423779 兵庫 兵庫

鈴木 徹

221 ｷﾞﾝｶﾞ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ

山田 侑里

0.0 G-10479 愛知 愛知

小林 洋子

227 ｴﾝｼﾞｪﾙ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ｼｭﾃﾙﾝﾛｲﾋﾃ

小倉 こずえ

0.0 S-415448 長野 長野

小倉 こずえ
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228 ｲﾙﾓ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ M. I. D.

西尾 素実

0.0 S-420265 兵庫 兵庫

西尾 素実

229 ﾍﾞｵｳﾞﾙﾌ ｵﾌﾞ ｱｯﾌﾟﾙ ﾗｧﾘｽ

松本 沙希

0.0 S-424042 兵庫 兵庫

寺澤 はる美

236 ｸｳﾞｧﾝﾄ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ

澤 翔太

0.0 S-424154 広島 広島

二星 卓哉

238 ｾﾞﾉ ｵﾌﾞ ｽｰﾊﾟｰ ｸﾘｰｸ

山内 未央

0.0 S-417497 大阪 大阪

山内 未央

240 ｸｫｰﾗﾝ ﾌｫﾝ ｳｰﾌｧ 727

眞中 隆

0.0 S-425532 千葉 茨城

小石 真子

305 ﾌｧｰﾗ ｵﾌﾞ ｻﾗ ﾛﾌﾞｽﾀ

久保木 孝男

0.0 S-422527 東京 東京

久保木 直美

311 ｷｬｯｼｰ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾒｸﾞ ﾊｳｽ

船江 雅子

0.0 A-10450 京都 愛知

上中 昇

316 ﾌｨｵﾅ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ

花山 玲美

0.0 S-419552 大阪 大阪

花山 玲美

325 ﾊﾞｰﾋﾞｰ ｵﾌﾞ ﾋﾞｸﾄﾘｰ ﾁｬｰﾑ

秋元 陽子

0.0 L-68242 神奈川 神奈川

秋元 陽子

326 ﾌﾟﾘﾝｾｽ ｱﾋﾞｨｰ ﾌｫﾑ ｼｪｰﾈ ﾍﾞﾙｸ

池谷 三男

0.0 S-424626 山梨 山梨

池谷 三男

328 ﾌﾞﾙｰﾑ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾘﾎﾞﾝ

宮西 仁

0.0 A-10340 兵庫 兵庫

新田 龍廣

346 ｱﾝ ｵﾌﾞ ﾋﾞｯｸﾞ ﾛｰﾄﾞ

西野 惠子

0.0 L-68670 山口 山口

西野 惠子

353 ﾌﾞﾙｶﾞ ｵﾌﾞ ﾛｲﾔﾙ ｽﾀｰ

川西 忠昭

0.0 L-68790 香川 香川

磯野 秀美

404 ｱﾈﾗ ｵﾌﾞ ｻﾝｼｬｲﾝ ﾏﾊﾛ

大谷 典子

0.0 L-67920 奈良 奈良

岡本 新司

411 (ｱｰﾊﾞﾝ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ) ｶﾙﾐｱ

杉田 忍

0.0 G-10382 千葉 千葉

福岡 義昭

421 ｺｰﾃﾞﾘｱ (ｵﾌﾞ ｱｽﾄﾗﾑ)

松井 悦子

0.0 G-10702 愛知 愛知

松井 悦子

430 ｶﾓﾏｲﾙ ｵﾌﾞ ｻｳｽ ｽﾀｰ

阿利 直也

0.0 L-67545 静岡 埼玉

田代 茂
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446 ｸｨｰﾗ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ M. I. D.

松本 浩

0.0 G-10596 福井 福井

白木 清正

451 ﾌﾞﾗｳﾆｰ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾘﾎﾞﾝ

上中 弘子

0.0 A-10341 京都 京都

上中 弘子

456 ｳｰﾗ ﾌｫﾝ ｱﾘﾏﾂ ｵｹﾊｻﾞﾏｿｳ

村岡 史子

0.0 S-423465 愛知 愛知

則竹 素美

462 ｺﾌｼﾞ ｵﾌﾞ ﾌﾟﾘﾝｾｽﾛｰﾄﾞ ﾀﾆｸﾞﾁ

亀山 篤志

0.0 L-66729 岡山 香川

谷口 美保子

509 ｱﾘｽ ﾌｫﾝ ﾄﾖﾀ ﾜﾝﾀﾙ

鈴木 亘

0.0 S-415128 愛知 愛知

泉 律子

513 ｴﾘｽ ﾌｫﾝ ﾘｱﾝ ﾄｩｰﾙ

山口 哲也

0.0 S-420192 茨城 茨城

羽生 昇一

541 ｾﾞﾌｧｰ ｵﾌﾞ ｽｨｰﾄ ﾌｧﾐﾘｰ

宮本 美穂子

0.0 L-67971 岡山 鳥取

村上 優子

544 ｸｳﾞｨｯｷ ﾌｫﾝ ｱﾘﾏﾂ ｵｹﾊｻﾞﾏｿｳ

村岡 史子

0.0 S-418787 愛知 愛知

則竹 素美

550 ｸﾛﾃｨﾙﾃﾞ (ｵﾌﾞ ｵｶﾔﾏ ﾑｷﾞﾜﾗ)

北村 香陽子

0.0 G-10847 香川 香川

齋藤 光範


