
≪ 臭 気 選 別 の 部 ≫

順位 評価 得点 ｾﾞｯｹﾝ 犬　名 所有者 指導手 都道府県 東西

1位 優 200 1 ﾚﾌ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ 二星 卓哉 二星 浩美 広島 西

2位 優 200 139 ｽｰ ｵﾌﾞ ﾋﾞｯｸﾞ ﾛｰﾄﾞ 西野 惠子 西野 惠子 山口 西

3位 優 200 33 ﾍﾞﾝｼﾞｰ ｵﾌﾞ ｼﾏﾅﾐ ﾎﾝﾘｭｰｿｳ 小林 洋子 小林 素和 愛知 西

4位 優 200 241 ﾖｰﾗ ﾌｫﾝ ﾔﾏﾄ ﾓﾘﾔ 加藤 芳夫 小林 洋子 愛知 西

5位 優 200 218 ｱﾌﾛﾃﾞｨｰﾃ ｵﾌﾞ ﾌｫｰﾁｭﾝ ﾊｳｽ 古田 裕繁 古田 裕繁 千葉 東

6位 優 198 216 ｵｰﾛﾗ (ｵﾌﾞ ﾎﾜｲﾄ ﾊｳｽ) 福岡 達生 福岡 達生 秋田 東

7位 優 196 125 ｳﾙﾃｨﾏ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 寺内 早苗 寺内 早苗 滋賀 西

8位 優 192 25 ｿｰﾆｰ ｵﾌﾞ ﾄｼｴ ﾜｰﾙﾄﾞ 横井 英一 小林 素和 愛知 西

8位 優 192 104 ﾊｯﾋﾟｰ ｵﾌﾞ ﾁﾊﾞ ﾎﾞｯｸｽﾄｩﾘｰ 堀内 辰夫 堀内 辰夫 茨城 東

8位 優 192 115 ｸﾞﾚﾝﾊﾟﾄﾘｯｸ ｲｽﾗ 田中 満隆 徳永 達実 愛媛 西

8位 優 192 120 ﾗﾔｰ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｪﾙｼｭﾀﾝﾄﾊｲﾑ 堀内 壽子 堀内 壽子 埼玉 東

8位 優 192 227 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 西野 惠子 山口 西

優 190 119 ｱﾙﾙ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾎｸﾗ 原 泰雄 二星 浩美 広島 西

優 188 219 ﾂｧﾗ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 山田 新平 関澤 和彦 京都 西

優 187 106 ﾆﾆ ﾌｫﾝ Y.S. ｲｾｻｷ 松浦 哲也 松浦 哲也 千葉 東

優 187 122 ｸﾞｰﾀﾞ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｼｽﾞｵｶ 白坂 壽恵 白坂 壽恵 静岡 東

優 187 225 ﾌﾞﾙﾈｽ (ｵﾌﾞ ﾊﾟｰﾙ&ﾚｲﾝﾎﾞｰ M.) 松井 尚成 岩倉 和枝 鳥取 西

優 185 3 ｱｲｵﾛｽ ｵﾌﾞ ｾﾞﾌｧｰ ｳｨｯｼｭ 百々 節夫 関澤 和彦 京都 西

優 185 10 (ｴｽﾍﾟﾗﾝﾄ) ｼﾞｬｯｸ ｱﾄ ﾏｲ ﾊｰﾄ 朝重 純代 朝重 純代 千葉 東

優 185 127 ｼﾞｬｽﾐﾝ ｵﾌﾞ ﾌｪｱ ｳｨﾝﾄﾞ 宮崎 由妃 杉山 由記子 愛知 西

優 185 129 ｱﾘｱﾄﾞﾈ (ｵﾌﾞ ﾄﾖﾊｼ ﾋﾛﾅｶ) 森下 初男 小林 洋子 愛知 西

優 185 141 ｱﾘｽ ｵﾌﾞ ｼﾏﾅﾐ ﾎﾝﾘｭｰｿｳ 黒田 明 藏 ひろみ 京都 西

優 185 235 ｱｲﾘｽ ｵﾌﾞ ﾌｪｱ ｳｨﾝﾄﾞ 渕江 蓮 松村 聡美 愛知 西

優 184 31 ｲｰｸﾞﾙ ｵﾌﾞ C.K. ﾍﾞｯｸ 大角 呼正 浅岡 香名 愛知 西

優 184 118 ﾃｲﾗｰ ｵﾌﾞ ﾌｫﾝ ｳﾞｪﾘﾃ 堀井 裕子 里川 ひろみ 埼玉 東

優 184 131 ﾃｽ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ 佐藤 俊彦 小林 玄太 愛知 西

優 184 201 ｱｼｭﾚｰ ﾌｫﾝ ｲﾖ ｾｲｽｲｿｳ 越智 サユリ 徳永 達実 愛媛 西

優 184 211 ｱﾙﾋﾞﾉｲｴﾛｰ ｵﾌﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 林 正典 田伏 和子 和歌山 西

優 184 229 ｷﾘｶ ﾌｫﾑ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ｶｲｻﾞｰ 神田 まるみ 神田 まるみ 広島 西

特良 177 19 ﾄﾞﾙﾁｪ ｵﾌﾞ ﾌｪｱ ｳｨﾝﾄﾞ 宮川 健 杉山 由記子 愛知 西
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特良 177 26 ﾄｰﾏｽ ｵﾌﾞ ﾌｫﾝ ｳﾞｪﾘﾃ 新宮 博文 松田 亜紀 埼玉 東

特良 177 112 ﾌﾛｰﾗ ﾌｫﾝ ﾂｳﾞｧｲﾌﾞﾙｯｹﾝ 府川 雅世 安達 智子 神奈川 東

特良 177 208 ﾊﾞﾙﾅｰ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ R.A. 山口 正 山口 正 神奈川 東

特良 177 214 ｱﾙﾃｨﾏ ｵﾌﾞ ﾄｰﾀｽ ﾏｳﾝﾃﾝ 山口 さつき 山口 さつき 神奈川 東

良 142 110 ﾕﾘｱ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｼｽﾞｵｶ 境 啓三郎 境 啓三郎 静岡 東

110 6 ﾌﾗﾑ ﾌｫﾝ Y.S. ｲｾｻｷ 岩﨑 トキ 佐藤 太加之 埼玉 東

110 202 ｻﾞｰｶﾞ ｵﾌﾞ S. ｳｲｽﾀﾘｱ 林 久乃 林 久乃 青森 東

110 237 ｷｽ ﾐｰ ｺﾕｷ ｵﾌﾞ ｱｽｶ ﾀﾁﾊﾞﾅ 近藤 純子 杉山 由記子 愛知 西

102 14 ﾍﾞｯｸ ｵﾌﾞ ｻﾗ ﾛﾌﾞｽﾀ 中村 久美子 中村 久美子 千葉 東

102 124 ｲｯｼ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｼｽﾞｵｶ 神戸 裕司 神戸 裕司 静岡 東

102 126 ﾂｧﾈﾗ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ 山口 正 山口 正 神奈川 東

102 224 ｸﾝ ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ (ｵﾌﾞ ｸﾝｸﾝ ﾊｳｽ) 石井 則子 石井 則子 秋田 東

100 4 ﾗﾑ ﾌｫﾝ Y.S. ｲｾｻｷ 岡本 憲尚 杉浦 基之 東京 東

92 108 ｶﾞｯﾌｨ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 小野寺 弘 小野寺 弘 岩手 東

92 111 ﾌﾞﾗｳﾆｰ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾘﾎﾞﾝ 上中 弘子 上中 弘子 京都 西

92 228 ｷｬﾝﾃﾞｨ ﾌｫﾝ ﾋﾝﾒﾙﾌﾞﾗｳ 松浦 哲也 松浦 哲也 千葉 東

87 18 ﾆｯﾂｫ ﾌｫﾝ ﾊﾞｲｺｰｿｳ ｿﾞｰﾝ 大角 美智子 大角 美智子 神奈川 東

87 37 ｱﾐﾀﾞ ｵﾌﾞ ﾖﾓｷﾞ ﾊｳｽ 増田 曉美 神田 まるみ 広島 西

85 20 ｱﾗﾑｰﾄ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ 磯部 靖宏 松田 亜紀 埼玉 東

85 22 ｼﾞｮﾝ (ｵﾌﾞ ｽﾞｰ ﾜﾝ ﾜﾝ) 茂木 玲子 杉田 忍 千葉 東

85 27 ｴｯｿ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ M. I. D. 松浦 章裕 小森 薫 愛知 西

85 221 ｸﾘｯｼｰ (ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾋﾙ ﾅﾝﾖ) 谷口 丈二 河野 政德 愛媛 西

65 8 ｽｳｨｰﾄ ｺﾃｰｼﾞ ﾌﾟﾘﾝｽ 川上 榮子 川上 榮子 千葉 東

10 2 ｻﾞﾗﾃﾞｨﾝ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｪﾙｼｭﾀﾝﾄﾊｲﾑ 平野 裕二 甲斐 美和子 埼玉 東

10 204 ﾋﾙﾀﾞ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｼｽﾞｵｶ 神戸 裕司 山田 多絵 静岡 東

10 209 ｸｫｰﾀ ｵﾌﾞ ｽｰﾊﾟｰ ｸﾘｰｸ 上月 裕美子 中川 知子 京都 西

10 210 ﾍﾟｷﾞｰ ﾌｫﾝ ｳｴｽﾄ ﾏｳﾝﾃﾝ 藤井 雅也 里川 ひろみ 埼玉 東

0 9 ﾁｬﾝﾄﾞﾗｰ (ｵﾌﾞ ﾄﾖﾊｼ ﾋﾛﾅｶ) 中尾 里美 岩村 豊子 奈良 西

0 12 ﾌﾟﾘﾑｽ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 永田 路子 永田 路子 静岡 東

0 109 ﾍﾞｯﾂｨｰ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ T. ｻｲﾄｰ 平本 敦子 松本 浩 福井 西


