
タイトル 評価  ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ 得点 ゼッケン 犬名 所有者 指導手 嘱託

Chg 優 ★ 99.7 17 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

Chg 優 ★ 99.6 8 ｱﾛｱ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 森本 兼三 島田 紀子 奈良

Chg 優 ★ 99.3 15 ﾄﾞﾘｰﾑ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 秋本 洋子 秋本 洋子 兵庫

Chg 優 ★ 99.3 29 ｸｰ ﾌｫﾝ ﾜｶﾔﾏ ﾀｸﾗ 末吉 德実 時政 寿子 大阪

Chg 優 99.2 22 ｸｳﾞｧﾝﾄ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 川﨑 幸恵 須永 武博 群馬

Chg 優 99 10 ｵﾙﾄ ｵﾌﾞ ｲｰｽﾄ ﾏｳﾝﾃﾝ 東山 勲 東山 勲 石川

Chg 優 98.8 18 ｸｳﾞｧﾝﾃﾞ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 小野寺 弘 岩政 真理 岐阜

Chg 優 98.8 30 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 愛知

Chg 優 98.8 37 ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾌｫﾝ ｸﾞﾘｭｯｸｽﾀｰｸ 多賀 徹 今村 博美 広島

Chg 優 98.6 40 ｶﾚﾝ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ 小林 洋子 小林 洋子 愛知

Chg 優 98.5 2 ﾙｲｽ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ﾎｶｲﾜﾄﾞ 佐藤 由美子 阿部 弘明 奈良

Chg 優 98.4 6 ｱｯﾄ ﾌｫﾝ ﾂｶﾞﾙ ﾃﾙ 木村 輝子 木村 輝子 青森

Chg 優 98.3 7 ﾍﾞﾛｰﾅ ﾌｫﾝ ﾊﾁﾉﾍ ｻﾄｰ 佐藤 松男 佐藤 松男 青森

Chg 優 98.2 5 ﾊﾞｰﾝﾌﾞﾚｯﾋｬｰ ﾌｫﾝ ｺｺ ｶﾏﾀﾞ 堀内 壽子 阿利 直也 埼玉

Chg 優 97.8 14 ﾍﾞﾙ ｵﾌﾞ ｽﾏｰﾄ ﾁｬｲﾙﾄﾞ 谷 一孝 湊 臣正 岐阜

Chg 優 97.7 20 ﾌﾞﾚﾝﾀﾞ ﾌｫﾝ ﾏﾂｻｶ ｱｽｶ 太田 正隆 大森 弘士 三重

Chg 優 97.2 34 ｴﾙｻ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 原 泰雄 二星 卓哉 広島

Chg 優 97 28 ﾚｵﾝ ｵﾌﾞ ｱﾜｼﾞｱｲﾗﾝﾄﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ 香西 迭男 香西 迭男 香川

Chg 優 97 41 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

Chg 優 95 9 ﾘｱ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ 佐藤 玲子 池上 裕二 栃木

RCh 優 94.8 1 ﾃﾞﾗ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾛｯｸ 佐藤 隆行 池上 裕二 栃木

RCh 優 94.5 23 ｶｼｵﾍﾟﾔ ｵﾌﾞ ｳｨｽﾞ ﾄｰﾗｽ 太田 智恵 小森 薫 三重

RCh 優 94.5 31 ｱﾓﾝ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｰｽｼｭﾌﾟｰｧ 小林 素和 小林 玄太 愛知

RCh 優 94 36 ｱﾚｽ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 伊深 新一 田上 健 宮城

RCh 優 91.5 11 ｸｻﾌｧ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 入江 史典 入江 史典 茨城

特良 89.6 25 ｲｰｸﾞﾙ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 小松 節子 二星 卓哉 広島

特良 89.6 39 ﾌﾚｱ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾗｯｸ ｵﾊﾟｰﾙ 安積 晃 神田 まるみ 広島

特良 89.2 12 ﾊﾞﾛﾝ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾒﾀﾞﾘｽﾄ 小林 素和 信達谷 美帆 愛知

特良 88.4 26 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 香川

特良 88 16 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

特良 87.3 3 ﾀﾞｲﾑﾗｰ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 能山 秀久 大沼 由二 北海道

特良 85.5 24 ﾌﾞﾘｯｸｽ ﾌｫﾝ ｶﾛｰﾗ ｺｼﾞﾏ 吉澤 幸浩 北爪 俊弘 群馬

特良 84.8 19 ﾆｰﾀ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 松本 鈴子 松本 鈴子 静岡

56 21 ﾙﾋﾞｰ ｵﾌﾞ ｼﾙｳﾞｧｰ ﾖｼﾐ 藤原 典子 大谷 直矢 兵庫

52.1 4 ｺｽﾄﾍﾞﾗ ﾌｫﾑ ﾌﾝﾃﾞ ｼｭｰﾚ 長門 美希 長門 美希 和歌山

24.1 13 ｱｰﾃﾞﾙ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ｸﾞﾛｰｽ ﾘｰﾍﾞ 野田 豊弘 南 利樹 石川

20 27 ﾚｵ II ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 小楠 真由美 里川 ひろみ 埼玉

16 32 ｱﾘｴｽ ﾌｫﾝ ｸﾞﾗﾝﾂ ﾍﾞｶﾞ 鈴木 宏幸 鈴木 宏幸 静岡

12.6 38 ﾃﾞｨｰﾄ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ 齋藤 千加 齋藤 千加 青森

12.4 35 ﾄﾞﾘｰ ﾌｫﾝ ｸﾗｲﾝ ﾗﾘﾏｰ 塩澤 美有紀 塩澤 美有紀 千葉


