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ﾀｲﾄﾙ 評価 得点 ｾﾞｯｹﾝ 犬名 所有者 指導手

優 99.5 123 ﾄﾞﾘｰﾑ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 秋本 洋子 嶋澤 純代

優 99.3 159 ﾀﾞﾆｴﾙ ｵﾌﾞ ｷﾋﾞ ﾛｰﾀｽ 淀瀬 忠彦 淀瀬 忠彦

優 99.2 153 ｸｾﾆｱ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ﾁﾊﾞ ｼﾗﾀ 山口 京子 山口 京子

優 99 124 ｱﾙﾊﾞ ﾌｫﾝ ﾊﾁﾉﾍ ｻﾄｰ 吉田 裕幸 吉田 裕幸

優 99 166 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 松岡 里砂

優 99 179 ﾆｹ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 岡崎 真子 二星 卓哉

Chg 優 98.9 122 ﾄﾞﾝ ﾌｫﾑ ｱｲﾝｽ ｴｰﾍﾞﾝﾊｲﾄ 矢口 健治 矢口 健治

Chg 優 98.8 154 ｺﾆｰ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 鈴木 武 松井 義純

Chg 優 98.7 117 ｷｬﾘｰ ｵﾌﾞ ｷﾋﾞ ﾛｰﾀｽ 増田 順一 増田 順一

Chg 優 98.7 139 ｱｸｱ ｵﾌﾞ ｱｯﾌﾟﾙ ﾗｧﾘｽ 山岡 聡美 宮本 美穂子

Chg 優 98.7 144 ﾎｲｯﾄﾆｰ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ 内山 栄蔵 内山 栄蔵

Chg 優 98.6 143 ｲｽﾞ ｵﾌﾞ ﾛｯｸﾊﾝﾄﾞ ｴｻｼ 菊池 洋 梅田 恭彦

Chg 優 98.5 119 ﾌﾗｲｱ ｵﾌﾞ ｳｴｽﾄ ｱｼﾀﾞ 小林 素和 山田 侑里

Chg 優 98.5 134 ｼｪﾙ ｵﾌﾞ ﾄﾚｼﾞｬｰ ﾌｨｰﾙﾄﾞ 時政 寿子 時政 寿子

Chg 優 98.3 142 ｱﾙﾏ ｵﾌﾞ ｾﾝﾀｰ ｳﾞｨﾚｯｼﾞ ﾐﾊﾗ 中村 薫 中村 薫

Chg 優 98 107 ｱｰﾛﾝ ｵﾌﾞ ｷｼｭｰ ﾊﾋﾟﾈｽ 吉峰 公博 川西 忠昭

Chg 優 98 138 ｵﾙﾄ ｵﾌﾞ ｲｰｽﾄ ﾏｳﾝﾃﾝ 東山 勲 東山 勲

Chg 優 98 170 ﾌﾚｱ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 岩木 和裕 岩木 和裕

Chg 優 97.9 114 ﾌﾚｯﾄﾞ ｵﾌﾞ ｳｨﾝﾄﾞ ﾌﾛﾑ ｻｻﾞﾝ ｼｰ 花尻 好司 嶋澤 純代

Chg 優 97.7 158 ｼﾞﾝｼﾞｬｰ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾗｯｸ ｵﾊﾟｰﾙ 神田 まるみ 神田 まるみ

Chg 優 97.6 116 ﾏｲﾛ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 川﨑 幸恵 須永 武博

Chg 優 97.5 172 ﾃﾞｨﾅ ﾌｫﾝ ｵｸｲﾖ ｼﾛｶﾜ 西野 惠子 西野 惠子

Chg 優 97.3 173 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 伊藤 賢一

Chg 優 96.7 135 ｼｬﾈﾙ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 大道 克士 大道 克士

Chg 優 96.2 101 ｿﾘｱ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ 日置 千春 嶋澤 純代

Chg 優 96.2 161 ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ ｵﾌﾞ ｻﾗ ﾛﾌﾞｽﾀ 吉田 守 吉田 守

Chg 優 96.2 174 ﾏｰｸ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 勘坂 伊津子 堀 洋介

Chg 優 96.1 103 ｸﾗﾗ ﾌｫﾝ ﾄｰｷｮｰ ｼｹﾞﾙ 鈴木 勝巳 杉浦 基之

Chg 優 96.1 152 ｼﾞｼﾞ ｵﾌﾞ ｻﾗ ﾛﾌﾞｽﾀ 菅原 恭子 菅原 恭子

Chg 優 96 146 ﾃﾞｭｰｸ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 髙島 孝幸 松井 義純

Chg 優 95.9 141 ﾕﾙ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 遠山 景行 遠山 景行

Chg 優 95.7 128 ﾙｰﾃｼｱ ﾌｫﾝ ﾔﾏﾐ ﾏﾙｾｲｿｳ 松田 光生 中田 道治

Chg 優 95.6 118 ｱﾆﾀ ﾌｫﾝ ﾊﾁﾉﾍ ｻﾄｰ 佐藤 松男 佐藤 松男

RCh 優 94 106 ﾌｪｽﾀ ﾂﾑ ｱﾝﾄﾜｰﾌﾟ ﾁｬｰﾙｽﾄﾝ 榛葉 諭司 島田 紀子

RCh 優 94 136 ｷｰﾁ ﾌｫﾑ ﾌﾝﾃﾞ ｼｭｰﾚ 藤本 菜緒 藤本 菜緒

RCh 優 93.5 127 ﾃﾞｲｼﾞｰ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ﾍﾞｯｹﾝ 伊藤 栄一 伊藤 栄一

RCh 優 92 160 ﾏｲﾄ ｵﾌﾞ G.T.R 齋藤 高雄 島田 薫

RCh 優 92 165 ｴﾙﾄﾞﾅ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 田中 友子 田中 友子

RCh 優 91.7 113 ｱﾚｽ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 伊深 新一 田上 健

RCh 優 91 125 ｼﾞﾆｰ ｵﾌﾞ S. ｳｲｽﾀﾘｱ 江口 タミ子 江口 タミ子
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RCh 優 90.5 112 ｸﾘｽﾀﾙ ｵﾌﾞ ｼﾙﾌｨｰﾄﾞ 髙橋 五月 古海 正城

特良 89.5 167 ﾂｨｰﾀ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 米田 馨 米田 馨

特良 88.5 133 ﾌｧﾘﾙﾄ ﾌｫﾝ ﾖﾅｺﾞ ｶﾜﾓﾄ 藤谷 文明 藤谷 文明

特良 87.5 109 ﾌﾟﾗﾝｽ ﾌｫﾑ ﾈｰﾍﾞﾙ ﾄﾞﾙﾌ 坂元 正廣 開田 宏

特良 86.2 104 ﾘｱ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ 佐藤 玲子 池上 裕二

特良 80.5 126 ｼｬﾈﾙ ｵﾌﾞ ﾆｭｰ ｽﾌｨｰﾀﾞ 藤岡 めぐみ 梅田 恭彦

良 79.4 108 ｱﾙｺﾞﾙ ﾌｫﾝ ﾊﾞｳ ﾜｳ ﾒﾘﾎﾟﾗﾝ 川本 秀和 小林 玄太

良 78 169 ｼﾞｭｰｸ ﾌｫﾑ ﾌﾝﾃﾞ ｼｭｰﾚ 芦田 任巨 三輪 あつみ

良 74 168 ﾉｱ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ 細野 優子 細野 優子

64 115 ｹﾞﾙﾃｨ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｻﾇｷ ﾐﾂｺ 日坂 進太郎 南 正八

55.7 162 ﾎﾞﾆｰ ｵﾌﾞ ｱﾆｰﾀ ﾜｰﾙﾄﾞ 小田 文男 二星 卓哉

50 175 ｳｰﾃ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 谷本 雄謙 山縣 忠義

37 147 ﾋﾞｯｸ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 小林 新二 小林 新二

30 156 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 島田 紀子

29.5 148 ｴﾘﾝ ﾌｫﾝ ﾄｰｷｮｰ ｼｹﾞﾙ 宮本 誠 宮本 美穂子

29 171 ﾅﾅ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 佐藤 瑛一 今村 博美

28 111 ｴﾙ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ｶﾃﾞﾝﾂ 辻 加代 村橋 賢二

25 137 ｸﾗﾗ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 小笠原 知子 松井 義純

25 149 ﾋﾞﾘｵﾝ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 細川 督夫 亀山 篤志

24 132 ﾓﾘｰ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ 新倉 弥生 新倉 謙吾

23 150 ﾌﾞﾙﾉﾙﾌ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾛｯｸ 金井 弘行 池上 裕二

20 102 ﾗﾝﾎﾞｰ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 飯田 祐弘 須永 武博

18 110 ﾃﾞｨｰﾂ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ 外和 信弘 外和 信弘

18 178 ｴﾘﾝﾃﾞ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｰｽｼｭﾌﾟｰｧ 船本 善公 吉田 しのぶ

17.5 130 ﾊﾞﾛﾝ ﾌｫﾝ ﾊﾁﾉﾍ ｻﾄｰ 鈴木 博房 鈴木 博房

17 164 ｸﾞﾚﾝ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ﾍﾞｯｹﾝ 椎葉 好 山縣 忠義

16.8 140 ｱﾃﾞﾚ ﾌｫﾝ Y. ﾖｼﾑﾗ 小楠 真由美 里川 ひろみ

16.5 120 ﾍﾞﾙ ﾌｫﾝ ﾏﾂｻｶ ｱｽｶ 田﨑 大輔 西垣 堅志

16.5 151 ｱﾝｼﾞｪﾛ ｵﾌﾞ ｾﾝﾄﾗﾙ ﾀﾞｰｸ 小林 素和 信達谷 美帆

15 177 ｸﾗﾑ ｵﾌﾞ ﾄｯﾌﾟ ﾉｯﾁ 寺内 早苗 阿部 弘明

13 105 ﾄﾞﾛｼｰ ｵﾌﾞ ｽｰﾊﾟｰ ｸﾘｰｸ 柴垣 光子 今村 博美

13 121 ﾀﾞﾘｳｽ ﾌｫﾑ ﾏｯｾﾙ ｼｭﾃﾙﾝ 岩井 智二 湊 臣正

13 131 ﾕｰﾍﾞﾙ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾙｰ ﾌﾟﾚｲﾝ 青原 恭弘 青原 恭弘

10 176 ﾍﾞﾚﾛﾎﾟﾝ ﾌｫﾑ ｽﾞｰﾃﾞﾝ ﾍﾞﾙｸ 保科 信治 保居 宏

9 155 ｶｰﾘﾝ ｵﾌﾞ ｷﾋﾞ ﾛｰﾀｽ 新田 龍廣 宮西 仁

8 163 ｻﾞｰﾗ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 蜂谷 正男 阿部 弘明

0 129 ｼﾞｽﾞ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ 沖野 敏実 松村 聡美


