
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 11 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 ★ 99 21 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 ★ 98.9 38 ｸｻﾝﾃｨｯﾍﾟ ｵﾌﾞ ｽｰﾊﾟｰ ｸﾘｰｸ 麦谷 富雄 松岡 里砂 兵庫

Chg 優 ★ 98.8 24 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 98.5 18 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 98.3 41 ｱﾙﾏ ｵﾌﾞ ｾﾝﾀｰ ｳﾞｨﾚｯｼﾞ ﾐﾊﾗ 中村 薫 山縣 忠義 広島

Chg 優 98.2 33 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 97.5 25 ｴﾙﾄﾞﾅ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 田中 友子 田中 友子 北海道

Chg 優 97.5 37 ﾌﾞﾚｽ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｰｽｼｭﾌﾟｰｧ 岩倉 和枝 岩倉 和枝 鳥取

Chg 優 96.1 14 ｱﾆﾀ ﾌｫﾝ ﾊﾁﾉﾍ ｻﾄｰ 佐藤 松男 佐藤 松男 青森

Chg 優 96 15 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

Chg 優 95.5 31 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 95.4 6 ｴﾘﾝﾃﾞ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｰｽｼｭﾌﾟｰｧ 船本 善公 吉田 しのぶ 広島

Chg 優 95.4 12 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

Chg 優 95.2 27 ﾘｱ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ 佐藤 玲子 池上 裕二 栃木

Chg 優 95.1 28 ﾌﾞﾗｯｷｰ ﾌｫﾝ ｷｭｰﾅｰ ﾍﾙﾄ 田倉 成幸 田倉 成幸 和歌山

Chg 優 95 32 ｴﾐｭｳ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 宮﨑 秀之 杉山 由記子 愛知

RCh 優 93.2 3 ﾌﾟﾗﾝｽ ﾌｫﾑ ﾈｰﾍﾞﾙ ﾄﾞﾙﾌ 坂元 正廣 開田 宏 熊本

RCh 優 92.7 36 ｳﾞｧﾚﾘｵ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ 小林 素和 小林 玄太 愛知

RCh 優 91 35 ﾌｨｰﾙ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 岡 祐一郎 岡 祐一郎 岡山

RCh 優 90 42 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

特良 88.5 2 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

特良 81.5 20 ｲｪｯﾀ ﾌｫﾝ ｼｬｲﾈﾝ ｷｰﾌｧｰ 髙橋 五月 髙橋 五月 千葉

特良 81.5 39 ﾍﾞﾚﾛﾎﾟﾝ ﾌｫﾑ ｽﾞｰﾃﾞﾝ ﾍﾞﾙｸ 保科 信治 保居 宏 京都

特良 81 1 ﾍﾞﾙ ｵﾌﾞ ｽﾏｰﾄ ﾁｬｲﾙﾄﾞ 谷 一孝 湊 臣正 岐阜

特良 80.6 34 ﾉｰﾗ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 遠山 景行 遠山 景行 ⾧野

良 79.6 16 ｴｸﾞﾍﾞﾙﾄ ｵﾌﾞ ﾛｯｸﾊﾝﾄﾞ ｴｻｼ 伊藤 栄一 伊藤 栄一 宮城

63.7 10 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

32 44 ｵｯﾌｧ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ 髙橋 清子 二星 卓哉 広島

23 13 ｲﾔﾝ ｵﾌﾞ ｴﾝﾄﾞﾄﾞﾝﾃｨｯｸ ｻｰｼﾞｪﾘｰ 山下 まち子 藏 ひろみ 京都

17 29 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

13 4 ｷﾞｿﾞ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｻﾇｷ ﾐﾂｺ 青原 恭弘 青原 恭弘 和歌山

11.5 23 ｱﾙﾊﾞ ﾌｫﾝ ｶﾛｰﾗ ｺｼﾞﾏ 寺本 貢 寺本 貢 群馬

5 5 ｵﾙｼｬ ｵﾌﾞ S. ｳｲｽﾀﾘｱ 西垣 千歌 西垣 堅志 奈良

5 7 ﾊﾞﾛﾝ ﾌｫﾝ ﾄｸｼﾏ ﾀｹｲﾁ 中川 カズ子 今村 博美 広島

5 22 ｾﾞｰﾀ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ 土井 伸浩 青原 依意子 和歌山

4 9 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

2 17 ｱﾙﾅ ｵﾌﾞ ｷｼｭｰ ﾊﾋﾟﾈｽ 花尻 好司 花尻 好司 三重

0 8 ﾀﾞﾘｳｽ ﾌｫﾑ ﾏｯｾﾙ ｼｭﾃﾙﾝ 岩井 智二 湊 臣正 岐阜

0 26 ﾀﾗ ﾌｫﾝ ｸﾞﾛｰｽﾌｪﾙﾄ ｷｭｰｼｭｰ 丹羽 宏之 大谷 典子 奈良

0 30 ﾊﾞﾛﾝ ﾌｫﾝ ﾊﾁﾉﾍ ｻﾄｰ 鈴木 博房 鈴木 博房 茨城

0 40 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


