
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 ★ 99.5 228 ｴﾙﾓ ﾌｫﾝ ｵｸｲﾖ ｼﾛｶﾜ 蜂谷 正男 阿部 弘明 奈良

Chg 優 ★ 99.2 213 ﾆｹ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 岡崎 真子 二星 卓哉 広島

Chg 優 ★ 98.9 215 ｱﾐｰ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾃﾞﾝ ﾋﾅﾀ 半澤 清三郎 半澤 清三郎 福島

Chg 優 ★ 98.9 234 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

Chg 優 ★ 98.9 240 ｵｯｼｰ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ 木村 輝子 木村 輝子 青森

Chg 優 98.7 211 ｸﾞｽﾀﾌ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 鈴木 修一 黒田 明 京都

Chg 優 98.7 229 ﾂｨｰﾀ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 米田 馨 米田 馨 青森

Chg 優 98.7 236 ｴﾚﾅ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ﾍﾞｯｹﾝ 吉田 裕幸 吉田 裕幸 秋田

Chg 優 98.3 204 ｳﾞｧﾚﾘｵ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ 小林 素和 伊藤 賢一 愛知

Chg 優 98.3 237 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

Chg 優 98.2 210 ｱﾗﾝ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 林 久子 松岡 里砂 兵庫

Chg 優 98 230 ﾌﾗｲｱ ｵﾌﾞ ｳｴｽﾄ ｱｼﾀﾞ 小林 素和 山田 侑里 愛知

Chg 優 97.5 214 ﾃﾞｨﾅ ﾌｫﾝ ｵｸｲﾖ ｼﾛｶﾜ 西野 惠子 西野 惠子 山口

Chg 優 97.2 221 ｱﾙﾊﾞ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾒﾀﾞﾘｽﾄ 田上 健 田上 健 宮城

Chg 優 96.5 216 ｱｰﾙ ﾌｫﾝ ﾊﾁﾉﾍ ｻﾄｰ 上村 智晶 大沼 由二 北海道

Chg 優 95.5 222 ﾊｲｴｰｽ ｵﾌﾞ ﾄﾞｰｹｼｿｳ 関 一雄 峯田 武美 山形

Chg 優 95.4 227 ｲﾝﾃﾞｨｰ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 三谷 博一 三谷 博一 和歌山

Chg 優 95.3 219 ｲﾌﾟｼﾛﾝ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ 松田 亜紀 松田 亜紀 埼玉

RCh 優 92.5 212 ﾚﾓ ﾂｰ ﾃﾞﾝ ﾍﾞﾙｼﾞｰｹﾞﾝ ﾍﾞﾙﾝ 白江 淳郎 西垣 堅志 大阪

RCh 優 92.5 226 ﾆｰﾙ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 入江 史典 入江 史典 茨城

RCh 優 92.2 202 ﾈﾘｰ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 安田 幸彦 湊 臣正 岐阜

RCh 優 91.5 208 ﾗｲｻﾞ ｵﾌﾞ ｱﾜｼﾞｱｲﾗﾝﾄﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ 中村 薫 山縣 忠義 広島

RCh 優 90.5 209 ﾃﾞｨｰﾂ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ 外和 信弘 外和 信弘 青森

RCh 優 90.2 223 ｶﾘﾌ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ 大津 敏 池上 裕二 栃木

特良 89 217 ﾅﾀﾘｰ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 小林 素和 松村 聡美 愛知

特良 89 235 ｳﾒ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ｹﾝ ﾃﾞﾝ 田渕 哲次 信達谷 美帆 愛知

特良 88.7 203 ﾙｯｾﾙ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ T. ｻｲﾄｰ 若山 実 神田 まるみ 広島

特良 88.4 231 ｸｾﾙｸｾｽ ｵﾌﾞ ｽｰﾊﾟｰ ｸﾘｰｸ 大谷 典子 山内 未央 奈良

特良 85 239 ｸｳﾞｧﾙﾂ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 小川 智子 阿部 弘明 奈良

58 201 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

58 218 ｺｯﾎﾞ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ 松澤 典子 松澤 典子 兵庫

58 232 ｲﾙｻﾞ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾙｰ ﾌﾟﾚｲﾝ 長門 美希 長門 美希 和歌山

57 205 ｼﾞﾑﾆ ｵﾌﾞ ﾄﾞｰｹｼｿｳ 香西 迭男 香西 迭男 香川

54 207 ｱﾙﾉﾝ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 野口 喜弘 塩澤 美有紀 千葉

54 238 ﾄﾞﾘｯｸｽ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ﾍﾞｯｹﾝ 杉山 由記子 杉山 由記子 愛知

50 233 ｱﾘｽ ｵﾌﾞ ﾋﾞｯｸﾞ ﾛｰﾄﾞ 藤飯 加代 保居 宏 京都

41 224 ﾍﾞｱﾄﾘｽ ﾌｫﾝ ｷｭｰﾅｰ ﾍﾙﾄ 榛葉 諭司 榛葉 諭司 静岡

16 220 ﾋﾞｯｷｰ ﾌｫﾝ ｷｭｰﾅｰ ﾍﾙﾄ 矢納 深雪 宗平 博士 兵庫

0 206 ｴﾄﾞ II ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ 外和 信弘 齋藤 千加 青森


