
【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

2019/04/14 2019/04/14
211 7

Chg： 頭( %) R.Ch： 頭( %)61 28.9 39 18.5

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

144 ｱﾙﾙ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾎｸﾗ

二星 浩美

100.0 S-420491 広島 広島

原 泰雄

* 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

50 ｱﾙﾃﾞﾊﾞﾗﾝ ｵﾌﾞ ｼｬﾝﾃｨ ｶﾙｲｻﾞﾜ

加藤 友香

100.0 L-63865 長野 長野

加藤 友香

* 2位

56 ﾅｲﾄ ﾌｫﾑ ﾃﾞｨｯｸ ﾍﾙﾄ

竹村 勇一

100.0 S-416086 秋田 秋田

竹村 勇一

* 3位

22 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

* 4位

183 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

100.0 L-64829 兵庫 兵庫

大西 晶三

* 4位

74 ﾌﾞﾙｰｽ ｵﾌﾞ ｳｨﾝﾄﾞ ﾌﾛﾑ ｻｻﾞﾝ ｼｰ

八木 紀一

100.0 L-64436 兵庫 兵庫

井上 祐輔

* 6位

223 ｽｰ ｵﾌﾞ ﾋﾞｯｸﾞ ﾛｰﾄﾞ

西野 惠子

100.0 L-67369 山口 山口

西野 惠子

* 7位

36 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

8位

16 ﾀﾞﾘﾙ ｵﾌﾞ ｳｨﾝﾄﾞ ﾌﾛﾑ ｻｻﾞﾝ ｼｰ

松本 沙希

100.0 L-66401 兵庫 兵庫

井上 祐輔

27 ｺﾝﾄﾞﾙ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ

前田 浩見

100.0 L-66457 大阪 大阪

前田 浩見

30 ｶﾞｳﾞｧｲﾝ ﾌｫﾑ ﾌﾝﾃﾞ ｼｭｰﾚ

佐合 智絵

100.0 S-419978 愛知 愛知

加藤 佳子

39 ｷﾞﾙﾄﾞ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

嶋澤 純代

100.0 S-419786 兵庫 兵庫

寺本 英子

43 ｸﾙﾄ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

藤原 裕子

100.0 S-421307 兵庫 兵庫

藤原 裕子

58 ﾊﾞﾋﾞｯﾄ (ｵﾌﾞ G.B.Y.ﾄﾞｯｸﾞﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ)

信達谷 美帆

100.0 L-68225 愛知 愛知

加藤 昌弘

61 ﾔｯﾂ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｼｽﾞｵｶ

永田 路子

100.0 S-412538 静岡 静岡

永田 路子
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112 ｳﾞｪｶﾞ II ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

汐田 高子

100.0 S-415038 兵庫 兵庫

汐田 高子

122 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

131 (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

148 ｺﾛﾅﾙ (ｵﾌﾞ ﾘﾊﾞｰ ﾀﾞﾙ)

河本 久美子

100.0 L-68415 山口 山口

河本 久美子

154 ｱﾝﾌﾟﾙ (ｵﾌﾞ ﾌﾚﾝﾄﾞ ﾋﾙ K.N.)

滝口 潤

100.0 L-66547 広島 広島

二星 浩美

170 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

吉田 麻由

100.0 B-10662 愛知 愛知

井本 誠寿

175 ﾍﾞﾙ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ

堀内 辰夫

100.0 L-67905 茨城 茨城

堀内 辰夫

182 ｱﾝｼﾞｪﾗｽ ｵﾌﾞ ﾎﾟﾋﾟｰ ﾏﾂﾌﾞｼ

河本 礼子

100.0 L-63985 埼玉 埼玉

河本 礼子

204 ﾊｲﾊﾟｰ ﾌｫﾝ ﾘｭｰﾈﾌﾞﾙｸ

藏 ひろみ

100.0 L-68474 京都 京都

黒田 明

9 ﾔﾙｸ ﾌｫﾑ ﾗｲﾄﾏﾝ

松岡 里砂

100.0 S-416884 兵庫 兵庫

松岡 正信

33 ｴﾄﾞﾑﾝﾄ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

嶋澤 純代

100.0 S-419308 兵庫 兵庫

浜浦 義一

37 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

49 ｱﾝﾋﾞｼｮﾝ ﾌｫﾝ ﾒﾙﾍﾝｳﾞｪﾙﾄ

川口 哲央

100.0 L-67099 大阪 大阪

雨田 克子

67 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

77 ﾕﾝｶｰ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

嶋澤 純代

100.0 S-421107 三重 兵庫

花尻 好司

96 ﾊﾙﾄﾏﾝ ﾌｫﾝ ﾒﾙﾍﾝｳﾞｪﾙﾄ

大谷 典子

100.0 L-67459 奈良 奈良

吉村 一宏

102 ｳﾞｨｰﾅｽ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

二星 浩美

100.0 S-415036 広島 広島

二星 浩美
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107 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

115 ｱﾘｽ ｵﾌﾞ ｼﾏﾅﾐ ﾎﾝﾘｭｰｿｳ

藏 ひろみ

100.0 L-66222 京都 京都

黒田 明

126 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

128 ｵﾌｪﾘｱ ﾌｫﾝ ﾁﾊﾞ ｴﾋﾞﾊﾗｿｳ

安達 富三

100.0 S-418427 静岡 神奈川

増田 聖真

162 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

207 ﾔｰﾗ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ

湊 臣正

100.0 S-416318 愛知 岐阜

玉腰 佳弥

209 ｴﾝｼﾞｪﾙ ｳﾞｫｲｽ ｵﾌﾞ ｻﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾊﾞｳﾑ

丹羽 慶子

100.0 S-409988 愛知 愛知

浅井 春由

84 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

100.0 G-10479 愛知 愛知

小林 洋子

220 ﾄﾞﾛｼｰ ｵﾌﾞ BS ｶﾒﾘｱ

前田 利盛

100.0 L-68146 鹿児島 鹿児島

前田 利盛

63 ｱﾀﾞﾑ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ

齊藤 潤一

100.0 S-417377 兵庫 兵庫

宗平 博士

202 ﾌﾛｰﾘ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

嶋澤 純代

100.0 S-419783 兵庫 兵庫

村津 晴司

11 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

46 ﾌｪﾝ ﾌｫﾝ ﾒﾙﾍﾝｳﾞｪﾙﾄ

鈴木 菜緒

100.0 L-68470 奈良 奈良

芦田 公実子

60 ｿｰﾆｰ ｵﾌﾞ ﾄｼｴ ﾜｰﾙﾄﾞ

山田 侑里

100.0 L-67311 愛知 愛知

横井 英一

85 ｻﾞﾌｨｰｱ ﾌｫﾑ ﾌﾞﾗｰｳﾞｪﾝ ﾌﾞﾗｰｸ

池上 昇

100.0 S-415940 愛知 愛知

木村 茂

132 ﾘﾝﾃﾞ ﾌｫﾝ ｱﾘﾏﾂ ｵｹﾊｻﾞﾏｿｳ

村岡 史子

100.0 S-414635 三重 愛知

中西 晴男

212 ﾔｰﾈ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｪﾙｼｭﾀﾝﾄﾊｲﾑ

里川 ひろみ

100.0 S-417533 埼玉 埼玉

小楠 真由美
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145 ﾍﾚﾝ ﾌｫﾝ ﾂｳﾞｧｲﾌﾞﾙｯｹﾝ

北條 義了

100.0 S-417777 神奈川 神奈川

安達 俊夫

166 ｱﾘｼｱ ｵﾌﾞ ﾏｲ ﾊﾋﾟﾈｽ

藏 ひろみ

100.0 L-64554 京都 京都

黒田 明

17 ｸﾞﾚｰﾄ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

汐田 光則

96.0 S-419785 兵庫 兵庫

汐田 光則

38 ｱﾐﾀﾞ ｵﾌﾞ ﾖﾓｷﾞ ﾊｳｽ

神田 まるみ

96.0 G-9535 広島 広島

増田 曉美

95 ﾚﾌ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ

二星 浩美

96.0 S-419404 広島 広島

二星 卓哉

104 ﾃﾞﾘｽ ｵﾌﾞ ﾌﾟﾚｼﾞｰﾙ

武藤 廣美

96.0 L-66995 福岡 福岡

武藤 廣美

106 ｲｳﾞ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ M. I. D.

亀重 良三

96.0 G-10476 兵庫 兵庫

隈元 義博

160 ｼﾞｪﾑ ﾌｫﾑ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ｶｲｻﾞｰ

神田 まるみ

96.0 L-62850 広島 広島

神田 まるみ

188 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

197 ｷｬﾛﾙ ｵﾌﾞ ｳｲﾝﾄﾞ ｷｭｰﾌﾞ

武藤 廣美

96.0 L-66818 福岡 福岡

武藤 廣美

200 ｱﾙﾋﾞﾉｲｴﾛｰ ｵﾌﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾌｫﾚｽﾄ

田伏 和子

96.0 L-66665 和歌山 和歌山

林 正典

219 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

96.0 L-66664 和歌山 和歌山

林 正典

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

7 ｱﾌﾘｰﾄ (ｵﾌﾞ ﾂﾅ ｲｼｶﾜ)

八木 美穂

92.0 L-68495 兵庫 兵庫

吉田 介康

12 ｼﾞｰﾙ ｵﾌﾞ ｻｳｽ ｴﾝﾄﾞ

備瀬 順子

92.0 S-414477 沖縄 沖縄

山内 昌靖

19 ﾌｫｸﾄ ｵﾌﾞ ﾊﾏﾅ ｶﾞｰﾃﾞﾝ

安達 健

92.0 S-421261 神奈川 神奈川

大角 美智子
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24 ｴｽﾌﾟﾘ II ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

嶋澤 純代

92.0 S-419307 兵庫 兵庫

秋本 洋子

25 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

92.0 A-10369 京都 京都

上中 弘子

41 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

51 ﾊﾞﾄﾞ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｲｾ

堀 洋介

92.0 S-421443 兵庫 大阪

岩谷 信昭

52 ｴﾝｼﾞｪﾙ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ｼｭﾃﾙﾝﾛｲﾋﾃ

安積 こずえ

92.0 S-415448 大阪 大阪

安積 こずえ

54 ﾎﾟﾊﾟｲ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ

二星 浩美

92.0 S-422877 広島 広島

二星 卓哉

62 ﾊｲﾝ ﾌｫﾝ ｻﾝｸﾞﾘｱ

吉田 麻由

92.0 S-419679 愛知 愛知

伊藤 政男

70 ｼｴﾙ ｵﾌﾞ ﾊｯﾋﾟｰ ｻﾌﾟﾗｲｽﾞ

柴田 義弘

92.0 L-67185 兵庫 兵庫

柴田 義弘

71 ｱﾝﾃﾞｨｰ ｵﾌﾞ ｴﾑｽﾞ A ﾚﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ

北林 弥生

92.0 S-416525 長野 長野

飯島 恵子

72 ﾌﾞﾛｰﾆｰ ｵﾌﾞ ﾛｼﾞｰﾀﾞ 51

佐合 智絵

92.0 L-64152 愛知 愛知

南波 大二郎

76 ﾌｧｽﾄﾗｰﾀﾞ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｼｵﾝ

仲里 みどり

92.0 S-411125 沖縄 沖縄

仲里 みどり

82 ｲﾙﾓ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ M. I. D.

嶋澤 純代

92.0 S-420265 兵庫 兵庫

西尾 素実

88 ﾛｰｹﾞ ﾌｫﾑ ﾗｲﾄﾏﾝ

竹本 昌生

92.0 L-66871 大阪 京都

下農 勝

94 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

中尾 薫

101 ﾍﾞﾙ ｵﾌﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾌｫﾚｽﾄ

田伏 和子

92.0 L-68396 和歌山 和歌山

田伏 和子

103 ﾖｰﾗ ﾌｫﾝ ﾔﾏﾄ ﾓﾘﾔ

山田 侑里

92.0 S-417702 愛知 愛知

加藤 芳夫

108 ｳﾙﾃｨﾏ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ

寺内 早苗

92.0 G-9991 滋賀 滋賀

寺内 早苗



【臭気選別成績一覧】 ～開催日 :

Page : 6
出場頭数： 頭 決戦出場頭数(*) 頭

2019/04/14 2019/04/14
211 7

Chg： 頭( %) R.Ch： 頭( %)61 28.9 39 18.5

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

127 ｷｬﾅﾙ ｵﾌﾞ ﾊｯﾋﾟｰ ｻﾌﾟﾗｲｽﾞ

柴田 義弘

92.0 L-67187 兵庫 兵庫

柴田 義弘

129 ｱﾝﾅ ｵﾌﾞ ｱﾆｰﾀ ﾜｰﾙﾄﾞ

中井 善雄

92.0 L-67755 京都 京都

大澤 学

135 ﾌﾞﾙｰﾑ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾘﾎﾞﾝ

宮西 仁

92.0 A-10340 兵庫 兵庫

新田 龍廣

136 ｱﾌﾟﾘｺｯﾄ ｵﾌﾞ ｽｶｲ ｸﾛｰﾊﾞｰ

堀 洋介

92.0 S-421217 富山 大阪

勘坂 真司

141 ﾍﾞｴﾃｨｰ ｵﾌﾞ ﾔﾏﾄ ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ ｻﾝ

西野 惠子

92.0 L-62429 山口 山口

西野 惠子

150 ｷｬﾛﾗｲﾝ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ

村岡 史子

92.0 L-64486 愛知 愛知

内田 恭子

153 ﾊﾞｰﾃﾞｨ ｵﾌﾞ ﾊｯﾋﾟｰ ｻﾌﾟﾗｲｽﾞ

柴田 義弘

92.0 L-63308 兵庫 兵庫

柴田 義弘

167 ﾘﾘｰ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

松岡 里砂

92.0 L-67844 兵庫 兵庫

嶋澤 純代

168 ｴﾋﾞｱﾝ (ｵﾌﾞ ｸﾞﾝﾏ ﾑﾗｷ)

里川 ひろみ

92.0 G-10324 埼玉 埼玉

小楠 真由美

177 ｱﾝｼﾞｭ ﾌｫﾝ ｴｰｳﾞｨｹﾞｽ ｸﾞﾘｭｯｸ

吉永 由紀子

92.0 S-416285 山口 山口

吉永 由紀子

187 ﾊｯﾋﾟｰ ｵﾌﾞ ﾌｪｱ ｳｨﾝﾄﾞ

時政 寿子

92.0 L-64813 奈良 大阪

足立 輝雄

192 ｶﾉﾝ ｵﾌﾞ ﾗｲｽ ｸﾞﾚｲｽ

北林 弥生

92.0 L-67726 長野 長野

飯島 恵子

194 ﾍﾞﾘｰ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾒｸﾞ ﾊｳｽ

安達 智子

92.0 A-10379 神奈川 神奈川

井川 良子

203 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

92.0 S-418787 愛知 愛知

則竹 素美

205 ﾊﾞﾆｰ ｵﾌﾞ ｽｶｲ ﾎｰﾌﾟ

向山 美咲

92.0 L-66185 岐阜 岐阜

渡邉 敏夫

206 ﾃﾞｰｼﾞｰ III ｵﾌﾞ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

真鍋 嘉孝

92.0 L-66722 愛知 愛知

酒井 孝芳

218 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



【臭気選別成績一覧】 ～開催日 :

Page : 7
出場頭数： 頭 決戦出場頭数(*) 頭

2019/04/14 2019/04/14
211 7

Chg： 頭( %) R.Ch： 頭( %)61 28.9 39 18.5

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

224 ｺｽﾓ ｵﾌﾞ ﾊｯﾋﾟｰ ｻﾌﾟﾗｲｽﾞ

亀重 良三

92.0 L-67188 兵庫 兵庫

南 敏子

81 ﾅﾝﾄﾞ ﾌｫﾑ ﾗｲﾄﾏﾝ

嘉瀬井 昌生

91.0 L-67562 京都 京都

竹本 昌生

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

15 ﾔｰﾃﾞ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｼｽﾞｵｶ

坂本 昌代

87.0 S-412537 静岡 静岡

坂本 昌代

123 ﾜﾝﾀﾞ ｵﾌﾞ ﾜｰﾙﾄﾞ ﾀｲｶﾞｰ

丹羽 慶子

87.0 B-10492 愛知 愛知

井本 誠寿

211 ｳﾞｧﾗ ｵﾌﾞ ｱｽｶ ﾀﾁﾊﾞﾅ

吉岡 友里絵

87.0 S-410645 福岡 福岡

吉岡 友里絵

3 ﾀﾞｰﾋﾞｰ ｵﾌﾞ ﾏｲ ﾊﾋﾟﾈｽ

中井 善雄

85.0 L-65412 京都 京都

中井 善雄

5 ｱﾝﾁｬﾝ ｵﾌﾞ ﾅﾅﾁｬﾝ ﾜｰﾙﾄﾞ

池鍋 真里亜

85.0 S-413354 兵庫 兵庫

福崎 勝

13 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

85.0 G-10347 千葉 千葉

川上 順利

29 ﾋﾞｰﾄﾞﾙ (ｵﾌﾞ ﾖｼﾀﾞ ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ)

堀 洋介

85.0 G-10489 大阪 大阪

山口 智子

31 ﾋﾞｰﾄﾙ ｵﾌﾞ ｽｶｲ ﾎｰﾌﾟ

向山 美咲

85.0 L-66182 岐阜 岐阜

佐生 勝義

45 ｱﾙﾌ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾎｸﾗ

八木 美穂

85.0 S-420490 兵庫 兵庫

井上 祐輔

48 ｶﾘﾌ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

松岡 里砂

85.0 L-67114 兵庫 兵庫

涌田 信隆

64 ｺﾝﾄﾞﾙ ｵﾌﾞ L ｱﾝﾄﾞ J

二宮 小百合

85.0 G-9140 茨城 茨城

二宮 小百合

66 (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

69 ｸﾗﾌﾄ ｵﾌﾞ ﾌｫﾝ ｳﾞｪﾘﾃ

安達 富三

85.0 S-415884 神奈川 神奈川

伊藤 尚孝



【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

2019/04/14 2019/04/14
211 7

Chg： 頭( %) R.Ch： 頭( %)61 28.9 39 18.5

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

78 ﾋﾞﾙ (ｵﾌﾞ ｳｴｽﾄ ﾏｰｼｭ)

杉本 良子

85.0 G-10788 静岡 静岡

杉本 良子

91 ﾅｯﾂ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｼｽﾞｵｶ

山田 多絵

85.0 S-420370 静岡 静岡

大村 由美子

92 ｵﾙﾄ ﾌｫﾝ ｱﾘﾏﾂ ｵｹﾊｻﾞﾏｿｳ

則竹 素美

85.0 L-56216 愛知 愛知

伊澤 嘉朗

93 ﾃﾞｨｰﾝ ｵﾌﾞ ﾚｲ ﾌﾞﾗﾝﾀﾝ

芦田 任巨

85.0 G-10095 奈良 奈良

上住 友起

111 E-ｼﾞｭｼﾞｭ ﾌｫﾝ ﾘｭｰﾈﾌﾞﾙｸ

宮西 仁

85.0 L-67410 兵庫 兵庫

大井 ひとみ

114 ﾋﾞｾﾞｯﾄ (ｵﾌﾞ ｼｭﾘ ﾄｸﾑﾗ)

幸喜 克彦

85.0 G-10646 沖縄 沖縄

幸喜 克彦

116 ﾎｲｯﾄﾆｰ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ

内山 栄蔵

85.0 S-422729 長野 長野

内山 栄蔵

120 ｱｰﾘｱ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾎｸﾗ

八木 美穂

85.0 S-420492 兵庫 兵庫

土井 正孝

139 ﾎﾞﾝ (ｵﾌﾞ ﾕｷﾝﾀ ﾏﾘｱ)

安達 智子

85.0 A-10449 神奈川 神奈川

榎本 智子

142 ｱﾙﾅ ｵﾌﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾌｫﾚｽﾄ

田伏 和子

85.0 L-66663 和歌山 和歌山

西川 エミ

147 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

155 ﾍﾞｯﾂｨｰ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ T. ｻｲﾄｰ

松本 浩

85.0 S-411941 福井 福井

平本 敦子

158 ﾕﾘｱ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｼｽﾞｵｶ

白坂 壽恵

85.0 S-412542 静岡 静岡

白坂 壽恵

161 ｱﾘｽ ｵﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ ﾛｰﾄﾞ

八木 美穂

85.0 S-418519 兵庫 兵庫

前山 和道

164 ﾍﾞﾙ ｵﾌﾞ ﾊｯﾋﾟｰ ﾁﾙﾄﾞﾚﾝ

池鍋 真里亜

85.0 L-68231 兵庫 兵庫

八木 美穂

169 ｱｶﾈ ｵﾌﾞ S. ｼﾄﾈ

松本 浩

85.0 G-8893 福井 福井

白木 清正

172 ｸﾘｵ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ

眞野 ひろみ

85.0 L-68592 埼玉 埼玉

眞野 ひろみ



【臭気選別成績一覧】 ～開催日 :

Page : 9
出場頭数： 頭 決戦出場頭数(*) 頭

2019/04/14 2019/04/14
211 7

Chg： 頭( %) R.Ch： 頭( %)61 28.9 39 18.5

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

176 ｴﾚﾅ ｵﾌﾞ ｴﾒﾗﾙﾄﾞ ﾊﾟﾜｰｽﾞ

村岡 史子

85.0 S-416639 愛知 愛知

稲垣 喜久夫

179 ﾍﾞﾘｰ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄ ﾍﾟﾌﾞﾙ

野口 治子

85.0 A-10240 神奈川 神奈川

野口 治子

189 ﾏﾐｰ ﾌｫﾝ ﾒﾙﾍﾝｳﾞｪﾙﾄ

中川 真奈

85.0 L-68594 愛知 愛知

南波 大二郎

196 ｳﾞｨｰﾀ ﾌｫﾝ ｸﾞﾘｭｰﾈﾝ ﾛｯｺｰ

寺内 早苗

85.0 L-67992 滋賀 滋賀

寺内 早苗

201 ﾕﾝﾀ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ

八木 美穂

85.0 S-411235 兵庫 兵庫

中尾 薫

210 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

85.0 B-10664 愛知 愛知

小林 洋子

213 ｸｨｰﾗ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ M. I. D.

百田 千穂

85.0 G-10596 福井 福井

白木 清正

214 ﾕﾘｶ ｵﾌﾞ ﾌｸｲ ｼｬｲﾆﾝｸﾞｽﾀｰ

松本 浩

85.0 S-417700 福井 福井

池本 委加

222 ﾁｱﾘｰ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾘﾎﾞﾝ

宮西 仁

85.0 A-10365 兵庫 兵庫

高田 つかさ

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

18 ｹﾞﾙﾄﾞ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾙｰ ｱｲﾗﾝﾄﾞ

二宮 小百合

65.0 G-10044 茨城 茨城

二宮 小百合

146 ﾐﾘｰ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ T. ｻｲﾄｰ

吉田 麻由

65.0 L-66324 愛知 愛知

小林 洋子

190 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ (ｵﾌﾞ ｵｶﾔﾏ ﾑｷﾞﾜﾗ)

川西 忠昭

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

57 ｽｳｨｰﾄ ｺﾃｰｼﾞ ﾌﾟﾘﾝｽ

川上 順利

50.0 G-10348 千葉 千葉

川上 順利

90 ﾎﾞﾙ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｪﾙｼｭﾀﾝﾄﾊｲﾑ

眞野 ひろみ

50.0 L-65022 埼玉 埼玉

眞野 ひろみ



【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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Chg： 頭( %) R.Ch： 頭( %)61 28.9 39 18.5

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

124 ｼﾞｬｽﾐﾝ ｵﾌﾞ ﾌｪｱ ｳｨﾝﾄﾞ

杉山 由記子

50.0 L-66018 愛知 愛知

宮﨑 秀之

178 ｵｰﾛﾗ (ｵﾌﾞ ﾎﾜｲﾄ ﾊｳｽ)

福岡 達生

50.0 G-10286 秋田 秋田

福岡 達生

193 ﾍﾟｷﾞｰ ﾌｫﾝ ｳｴｽﾄ ﾏｳﾝﾃﾝ

里川 ひろみ

50.0 B-10496 埼玉 埼玉

藤井 雅也

208 ｷｽ ﾐｰ ｺﾕｷ ｵﾌﾞ ｱｽｶ ﾀﾁﾊﾞﾅ

杉山 由記子

50.0 L-64892 愛知 愛知

近藤 純子

215 ﾊﾞﾝﾌﾞｰ ｵﾌﾞ ｷｮｳﾀﾝｺﾞ

中井 善雄

50.0 L-66940 滋賀 京都

加藤 百合子

217 ｸﾞﾛﾘｱ (ｵﾌﾞ ｸﾞﾚｰﾄ ｼﾝﾃﾞﾚﾗ)

川西 忠昭

50.0 G-10132 香川 香川

北村 忍

2 ｵﾗｰﾌ ﾌｫﾝ ｳｰﾌｧ 727

松岡 里砂

10.0 S-411483 兵庫 兵庫

林 久子

4 ﾀﾞﾆｴﾙ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

川西 忠昭

10.0 S-419300 香川 香川

佐々木 法弘

21 ｶｰﾙﾏﾝ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ T. ｻｲﾄｰ

吉田 麻由

10.0 S-423134 愛知 愛知

畑中 松郎

23 ｶｰﾛ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ

冨田 玲奈

10.0 L-68117 奈良 奈良

阿部 明子

28 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

10.0 L-66903 愛知 愛知

小林 洋子

32 ｾﾚﾌﾞ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ

信達谷 美帆

10.0 L-66701 愛知 愛知

小林 洋子

35 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

47 ﾁｬｰﾙｽﾞ ﾌｫﾝ ｸﾘｻﾝｾﾏﾑ ｶﾞｰﾃﾞﾝ

曽根 裕子

10.0 L-65102 神奈川 神奈川

曽根 裕子

55 ﾄｰﾙ ﾌｫﾝ ｸﾞﾘｭｰﾈﾝ ﾛｯｺｰ

松本 沙希

10.0 S-421054 兵庫 兵庫

前山 和道

65 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

68 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
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75 Y-ﾒﾒ ｵﾌﾞ ﾗｳﾞ ｼﾝﾌｫﾆｰ

川西 忠昭

10.0 L-65519 香川 香川

北岡 朱美

87 ｸｻﾝﾃｨｯﾌﾟｽ ｵﾌﾞ ﾄｰﾀｽ ﾏｳﾝﾃﾝ

竹中 大輔

10.0 S-415319 大阪 大阪

竹中 大輔

109 ﾌﾞﾗｳﾆｰ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾘﾎﾞﾝ

上中 弘子

10.0 A-10341 京都 京都

上中 弘子

117 ﾌｭｶｽ (ｵﾌﾞ ｸﾞﾝﾏ ﾑﾗｷ)

里川 ひろみ

10.0 G-10424 埼玉 埼玉

小楠 真由美

119 ﾊｰﾌﾟ ｵﾌﾞ ﾌｪｱ ｳｨﾝﾄﾞ

水谷 和代

10.0 L-64812 三重 三重

稲吉 眞由美

125 ｺｰﾃﾞﾘｱ (ｵﾌﾞ ｱｽﾄﾗﾑ)

松井 悦子

10.0 G-10702 愛知 愛知

松井 悦子

130 ﾏﾘﾘﾝ ｵﾌﾞ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

真鍋 嘉孝

10.0 L-67915 岐阜 岐阜

瀬口 孝幸

133 ﾋﾞｰﾈ ｵﾌﾞ S. ｼﾄﾈ

松本 浩

10.0 G-9542 福井 福井

白木 清正

134 C ﾌﾞﾙｰ ﾋﾞｰﾅｽ ｵﾌﾞ ｼﾙｳﾞｧｰ ﾌｨｰﾙﾄﾞ

川西 忠昭

10.0 L-67503 香川 香川

磯野 秀美

149 ｸﾞﾛｰﾘｰ ﾌｫﾑ ｱｯｼｪﾝﾊﾞｯﾊ

勘坂 真司

10.0 S-412148 富山 富山

勘坂 真司

151 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

10.0 G-10485 愛知 愛知

大橋 小夜子

152 ｵﾙｶﾞ ﾌｫﾑ ﾊｲﾃﾞﾝｼｭﾊﾟｰｽ

宮田 聖美

10.0 S-412404 高知 高知

宮田 聖美

156 ｳﾅ ﾌｫﾝ ｸﾞﾘｭｰﾈﾝ ﾛｯｺｰ

宗平 博士

10.0 S-421064 兵庫 兵庫

矢納 深雪

157 ﾗｲﾏ II ﾌｫﾝ ｱﾘﾏﾂ ｵｹﾊｻﾞﾏｿｳ

村岡 史子

10.0 S-420002 愛知 愛知

馬場園 政信

184 ｸﾝ ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ (ｵﾌﾞ ｸﾝｸﾝ ﾊｳｽ)

石井 久

10.0 L-67224 秋田 秋田

石井 久

186 ｸﾛﾃｨﾙﾃﾞ (ｵﾌﾞ ｵｶﾔﾏ ﾑｷﾞﾜﾗ)

川西 忠昭

10.0 G-10847 香川 香川

齋藤 光範

199 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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1 ｱｰﾛﾝ ｵﾌﾞ ﾛｲﾔﾙ ｽﾀｰ

川西 忠昭

0.0 L-68368 香川 香川

白井 香代

6 ｴﾃﾞｨﾀｰ (ｵﾌﾞ ｵﾚﾝｼﾞK)

芦田 任巨

0.0 L-67904 奈良 奈良

東本 知子

8 ﾖﾊﾝ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ

永田 路子

0.0 S-421889 静岡 静岡

永田 路子

10 ｱﾙｼｬｲﾝ ｵｰﾘｽ (ｵﾌﾞ ｱｽﾄﾗﾑ)

松井 俊英

0.0 G-10450 愛知 愛知

松井 俊英

14 ﾁｪｲｻｰ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ M. I. D.

大谷 典子

0.0 G-9828 奈良 奈良

神尾 真貯

20 ｱﾙﾍﾞﾙﾄ ｵﾌﾞ ﾊﾞｰﾃﾞｨｰｽﾞ ｼｬﾄｰ

雨田 克子

0.0 L-63428 大阪 大阪

雨田 克子

26 ｱﾗｼ ﾃﾞﾙ ﾈﾛ ｱﾙﾃ

髙橋 五月

0.0 D-67801 千葉 千葉

髙橋 五月

34 (ﾀｶｷ S.B.) ﾌﾞﾗｽｺ

里川 ひろみ

0.0 L-68417 埼玉 埼玉

長谷川 憲子

40 (A.N. ﾏｳﾝﾃﾝ) ｼｭﾙｰﾄﾞ

川西 忠昭

0.0 G-10065 香川 香川

土岐 奈美緒

42 ｱﾌﾞﾗｶﾀﾞﾌﾞﾗ R. (ｵﾌﾞ ｾﾝﾄ ﾄｰﾏｽ)

吉村 加代美

0.0 C-12249 和歌山 大阪

紀本 万純

44 (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

0.0 L-68624 東京 神奈川

佐々木 雅一

53 (ｲﾁｵ M.I.M.) ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ

池田 美和子

0.0 G-10372 愛知 愛知

池田 美和子

79 ﾌｫﾚ ｳﾞｪｰﾙ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

鈴木 章司

0.0 A-10381 北海道 青森

佐藤 智秀

80 ｵｽｶｰ ｵﾌﾞ ｽｰﾊﾟｰ ｸｨｰﾝ

信達谷 美帆

0.0 D-67668 岐阜 愛知

崎田 ひとみ

83 (ｷﾘｺｽﾞ) ﾐﾗｸﾙ ﾌﾞﾛｽ

紀本 万純

0.0 C-12248 和歌山 和歌山

紀本 万純

105 ｼﾝｼｱ ｵﾌﾞ BS ｶﾒﾘｱ

前田 利盛

0.0 L-64518 鹿児島 鹿児島

前田 利盛

110 ﾊﾞｰﾐｰ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾘﾎﾞﾝ

福田 亜由美

0.0 A-10343 兵庫 兵庫

宮西 仁
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113 ｻﾞｲﾛｰｽﾞ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ

境 育代

0.0 G-10016 愛知 愛知

境 育代

118 ｴﾌｨ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ

阿部 明子

0.0 S-419242 奈良 奈良

阿部 明子

121 ﾘﾝﾀﾞ ﾌｫﾝ ｱﾘﾏﾂ ｵｹﾊｻﾞﾏｿｳ

村田 美奈

0.0 S-414634 三重 三重

村田 美奈

137 ｱﾝｼﾞｭﾘ ｵﾌﾞ ﾋｴﾝ ｼﾞｭﾆｱ

三山 航平

0.0 L-65080 兵庫 兵庫

大井 ひとみ

138 K. ﾄﾛ ｱﾑｰﾙ ｶｰﾈ ｸﾘｽﾀﾙ ﾌﾞﾙｰ

松本 沙希

0.0 L-64576 兵庫 兵庫

土井 正孝

140 ﾚｰｶﾞ ﾌｫﾝ ｸﾞﾘｭｰﾈﾝ ﾛｯｺｰ

齊藤 潤一

0.0 S-418805 兵庫 兵庫

宗平 博士

143 ﾏｰﾍﾞﾙ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｼｽﾞｵｶ

山田 多絵

0.0 S-419117 静岡 静岡

神戸 裕司

159 ﾌﾞﾙｰ P.ﾌﾟﾘﾝｾｽ ｵﾌﾞ ｼﾙｳﾞｧｰ ﾌｨｰﾙﾄﾞ

川西 忠昭

0.0 L-66762 香川 香川

磯野 秀美

163 ﾌﾞﾗﾝｶ ｵﾌﾞ ﾖｼﾉ ｴﾝｼﾞｪﾙ

川西 忠昭

0.0 L-64135 香川 香川

多田 美乃

165 ﾃﾞｨｰﾀｰ (ｵﾌﾞ ﾘｭｰ ﾊﾟｰｸ ﾔﾏｸﾗ)

中川 真奈

0.0 G-10800 愛知 愛知

今井 陽子

173 ｶﾝﾅ ｵﾌﾞ ｳｴｽﾄ ｱｼﾀﾞ

小林 玄太

0.0 S-406741 愛知 愛知

加藤 公子

174 ﾌｨｰﾈ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｼｽﾞｵｶ

白坂 壽恵

0.0 S-421118 静岡 静岡

白坂 壽恵

181 ﾌｧﾙﾏ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ

柏原 歩

0.0 S-423216 兵庫 京都

辻本 誠志

195 M-ﾒﾛﾃﾞｨｰ ｵﾌﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝ ｱﾄﾞｳﾞｨｰ

三山 航平

0.0 L-67746 兵庫 兵庫

宮西 仁

198 ｸﾗﾗ ﾌｫﾑ ﾏｯｾﾙ ｼｭﾃﾙﾝ

湊 臣正

0.0 S-423011 愛知 岐阜

山本 猛夫

216 ｵｰﾛﾗ ｵﾌﾞ ｽﾏｰﾄ ﾁｬｲﾙﾄﾞ

水谷 輝彦

0.0 L-66400 愛知 愛知

水谷 輝彦


