
≪ 足 跡 追 及 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 99.5 33 ﾀﾞｲﾅ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 佐藤 瑛一 二星 卓哉 広島 西

2位 優 99.5 29 ﾀﾞﾙﾋﾞｯｼｭ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 岡重 達也 山縣 忠義 広島 西

3位 優 99.5 161 ｷｬﾝﾃﾞｨｰ ﾌｫﾝ ｵｸｲﾖ ｼﾛｶﾜ 林 京子 吉末 潔 山口 西

4位 優 99.5 124 ﾃﾞｨｱﾅ ｵﾌﾞ ﾛｯｸﾊﾝﾄﾞ ｴｻｼ 菊池 洋 梅田 恭彦 岩手 東

5位 優 99.5 125 ｶﾚﾝ ﾌｫﾝ ｸﾞﾘｭｯｸｽﾀｰｸ 多賀 徹 今村 博美 広島 西

6位 優 99.5 202 ﾃﾞｨｽﾍﾞﾙﾄ ｵﾌﾞ ﾛｯｸﾊﾝﾄﾞ ｴｻｼ 菊池 洋 梅田 恭彦 岩手 東

7位 優 99.4 1 ﾎﾟﾙﾀﾞ ﾌｫﾝ ｸﾗﾝﾂ K. Y. 境 育代 小林 玄太 愛知 西

8位 優 99.3 40 ｾｼﾙ ｵﾌﾞ ﾛｯｸﾊﾝﾄﾞ ｴｻｼ 菊池 洋 梅田 恭彦 岩手 東

9位 優 99.2 223 ｸﾞﾅ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 日比 みのり 岩政 真理 岐阜 西

10位 優 99.1 105 ｸｳﾞｪﾚ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 西野 惠子 西野 惠子 山口 西

優 99 108 ﾗﾝﾂｪ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 入江 史典 入江 史典 茨城 東

優 99 137 ｶﾘｰﾅ ﾌｫﾑ ｸﾞﾛｰｾ ﾍﾞｰｱ 武市 次信 武市 次信 徳島 西

優 99 225 ﾀﾞｰﾋﾞｰ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 鈴木 賢治 湊 臣正 岐阜 西

優 99 227 ｲｿﾞﾙﾃﾞ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾙｰ ﾌﾟﾚｲﾝ 横山 申彦 青原 恭弘 和歌山 西

優 99 237 ｷｬｯｼｨｰ ﾌｫﾝ ｵｸｲﾖ ｼﾛｶﾜ 浦部 安弘 浦部 安弘 愛媛 西

優 98.9 10 ﾉﾄｶﾞｰ ｵﾌﾞ ﾋﾞｯｸﾞ ﾊﾞﾝ 山口 京子 山口 京子 千葉 東

優 98.9 120 ｱﾙﾊﾞ ﾌｫﾝ ﾊﾁﾉﾍ ｻﾄｰ 吉田 裕幸 吉田 裕幸 秋田 東

優 98.9 144 ｱﾆﾀ ﾌｫﾝ ﾊﾁﾉﾍ ｻﾄｰ 佐藤 松男 佐藤 松男 青森 東

優 98.6 20 ｱﾐｰ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾃﾞﾝ ﾋﾅﾀ 日向 麻美 柳生 昌男 北海道 東

優 98.6 67 ｲﾘﾅ ｵﾌﾞ G.T.R 坂元 正廣 開田 宏 熊本 西

優 98.5 3 ﾊﾞﾄﾞ ﾌｫﾝ ﾐﾔｷﾞ ﾒｸﾞﾛ 小林 直樹 松村 聡美 愛知 西

優 98.4 134 ｸｾﾆｱ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ﾁﾊﾞ ｼﾗﾀ 山口 京子 山口 京子 千葉 東

優 98.2 69 ｹﾞﾙﾃﾞｨ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 浅野 英明 湊 臣正 岐阜 西

優 98.2 219 ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 小畠 章二 二星 卓哉 広島 西

優 98.2 232 ｶｯｼｬ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ 伊藤 栄一 伊藤 栄一 宮城 東

優 98.2 249 ﾌｧﾝﾄ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 岡重 達也 山縣 忠義 広島 西

優 97.9 8 ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨ ﾌｫﾝ ﾐﾔｷﾞ ﾒｸﾞﾛ 伊藤 栄一 伊藤 栄一 宮城 東

優 97.9 114 ﾊｲﾏﾝ ｵﾌﾞ ﾏｲ ﾊﾋﾟﾈｽ 鈴木 徳浩 鈴木 徳浩 千葉 東

優 97.8 155 ﾃﾞｨｯｸ ｵﾌﾞ ｳｴｽﾄ ｱｼﾀﾞ 吉原 保子 吉原 保子 香川 西

優 97.6 19 ｴｲﾐｰ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 中井 章惠 中井 善雄 京都 西
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優 97.3 36 ﾈﾙｹ ｵﾌﾞ G.T.R 川野 静子 川野 静子 神奈川 東

優 97.2 138 ｱｲﾘｰﾝ ｵﾌﾞ S. ｳｲｽﾀﾘｱ 外和 信弘 外和 信弘 青森 東

優 97.1 38 ｶｰﾘﾝ ｵﾌﾞ ﾛｯｸﾊﾝﾄﾞ ｴｻｼ 菊池 洋 菊池 洋 岩手 東

優 97.1 216 ｹﾌｪｳｽ ﾌｫﾑ ｸﾞﾛｰｾ ﾍﾞｰｱ 川崎 大 須永 武博 群馬 東

優 97 51 ｶｰﾙ ｵﾌﾞ G.T.R 香西 迭男 香西 迭男 香川 西

優 96.6 45 ﾋﾟｭｰﾚ ﾌｫﾑ ﾈｰﾍﾞﾙ ﾄﾞﾙﾌ 坂元 正廣 開田 宏 熊本 西

優 96.6 157 ﾃﾞｲｼﾞｰ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 渡辺 浄治 二星 卓哉 広島 西

優 96.5 2 ｴｰﾙ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 川﨑 幸恵 須永 武博 群馬 東

優 94.2 117 ｸﾞｽﾀﾌ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 鈴木 修一 黒田 明 京都 西

優 94 14 ｸﾛﾀｰﾙ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 関本 幹人 関本 幹人 栃木 東

優 92.9 46 ﾉｴﾗ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 飯田 信一 大沼 由二 北海道 東

優 92.8 224 ﾏﾘｱ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ﾉﾙﾈ 坂井 稔 坂井 稔 茨城 東

優 92.5 133 ｵﾙﾄ ｵﾌﾞ ｲｰｽﾄ ﾏｳﾝﾃﾝ 東山 勲 東山 勲 石川 西

優 92.4 131 ｷｬﾛﾙ ﾌｫﾝ ﾜｶﾔﾏ ﾀｸﾗ 田倉 成幸 田倉 成幸 和歌山 西

優 90.6 118 ｵｰﾗ ﾌｫﾝ ｸﾉｰｿｳ 細野 優子 細野 優子 静岡 東

優 90 230 ｸｻﾌｧ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 入江 史典 入江 史典 茨城 東

特良 88.7 28 ﾕｰﾏ ﾌｫﾝ ﾊﾁﾉﾍ ｻﾄｰ 佐藤 松男 佐藤 松男 青森 東

特良 87.8 217 ｴｸｽｶﾘﾊﾞｰ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 山本 伊一郎 板垣 純代 兵庫 西

特良 84.4 112 ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾘﾅ ﾌｫﾝ ｼｭﾛｽ ﾗｲﾃﾝ 熊崎 ルミ 古海 正城 千葉 東

特良 80.7 213 ｿﾞﾙ ﾌｫﾝ ｸﾗﾝﾂ K. Y. 橋本 正義 二星 卓哉 広島 西

55.4 6 ｺﾞﾝｸﾞ ﾌｫﾝ ｼｺｸ ﾑﾗﾊｼ 外和 てる 外和 信弘 青森 東

40 61 ｶｰﾗ ｵﾌﾞ ｲｰｽﾄ ﾏｳﾝﾃﾝ 東山 勲 東山 勲 石川 西

27 132 ｸｳﾞｧﾝﾄ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 川﨑 幸恵 須永 武博 群馬 東

24 35 ｱｷﾞﾗ ﾌｫﾝ ｷｭｰﾅｰ ﾍﾙﾄ 今西 輝人 阿部 弘明 奈良 西

22.9 212 ﾔｰﾙ ﾌｫﾝ ﾂｨｰﾙ ｴﾗｲﾋｪﾝ 池田 紀子 池田 紀子 栃木 東

21.5 107 ｲｪﾆｰ ﾌｫﾝ ﾖﾅｺﾞ ｶﾜﾓﾄ 寺内 早苗 寺内 早苗 滋賀 西

21.2 139 ｸｰ ﾌｫﾝ ﾜｶﾔﾏ ﾀｸﾗ 末吉 德実 時政 寿子 大阪 西

13 204 ｸﾞﾘﾑ II ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 鈴木 博房 鈴木 博房 茨城 東

11.8 214 ﾊﾞｯｸｽ ﾌｫﾝ ﾌｫﾙｼｪﾝ 高橋 聖紀 高橋 聖紀 神奈川 東

9.4 106 ｵﾙﾃｨﾗ ﾌｫﾝ ｻｲﾀﾏ ｼﾉﾊﾗｿｳ 篠原 政幸 篠原 政幸 千葉 東


