
 2021年度　第24回全日本服従訓練競技大会　出場一覧

取扱者 指導手 科目 犬 名 ゼッケン

阿曽沼 浩輝 プロⅠ ファーブル 6

プロⅠ デーア 11

プロⅠ ベルトゥルフ 13

プロⅠ ベッペ 15

プロⅠ エッポ 17

プロⅡ ヴィーナス 18

プロⅡ Ｇ－サラ 21

プロⅠ デリコ 3

プロⅠ レオナルド 14

プロⅡ カーレ 19

プロⅡ コリーヌ 24

プロⅡ リリー 29

プロⅡ ジェニー 33

プロⅡ グリコ 37

プロⅡ ウタ 42

プロⅡ プリネ 25

プロⅡ デルプ 35

プロⅠ バレーノ 10

アマⅠ カイル 101

悦田 浩 アマⅠ グローリー 103

悦田 比呂子 アマⅠ フレイジャー 111

元井 千恵美 アマⅠ デイジー 120

山中 尚美 アマⅠ リタ 112

松永 美弥子 アマⅠ ディアーヴォロ 109

是村 優美子 アマⅠ ペッツォ 107

大川 浩 アマⅠ ブリリアントハリー 104

五十嵐 美穂 五十嵐 美穂 アマⅠ オカリナ 105

池谷 三男 池谷 三男 アマⅠ プリンセス　アビィー 106

岩橋 由美子 岩橋 由美子 プロⅠ アスカン 8

プロⅡ クヴァンデ 40

プロⅢ クヴァーダー 43

プロⅢ クヴィラー 49

プロⅡ ペドロ 22

プロⅡ ウルヴィナ 36

藤田 智奈 プロⅡ ユリア Ⅱ 32

内山 栄蔵 アマⅠ ホイットニー 114

内山 静子 アマⅢ ミカン 126

プロⅡ ジュリアス 20

プロⅡ シャネル 27

プロⅡ エグマール 38

倉澤 久美子 アマⅡ ブラームス 123

倉澤 庸之 アマⅠ ブラームス 119

田中 俊憲 アマⅢ ウイニング　フラッグ 128

アマⅠ ウイニング　フラッグ 117

アマⅢ フランネル 131

アマⅡ フルマー 121

アマⅢ アビアトリックス 130

桜井 明美 桜井 明美 アマⅡ メラニー 124

杉浦 久生 杉浦 久生 プロⅢ クローブ 47

杉浦 基之 砂川 康 アマⅠ ソール 118

田浦 清則 田浦 清則 アマⅠ クサファ 108

高木 双一 高木 双一 アマⅠ バジル 110

高山 亘 高山 亘 プロⅡ ヤハト 30

田伏 和子 田伏 和子 プロⅡ ベル 23

プロⅢ フロダ 45

プロⅢ ミルラ 51

中山 美穂乃 プロⅢ ロッテ 52

森尻 絢菜

内山 栄蔵

梅田 恭彦

安達 俊夫

安達 健

安達 智子

安達 富三

藤村 明実

岩政 真理 岩政 真理

内田 巧
岸本 知雄

梅田 恭彦

北林 弥生

田中 由利子

佐々木 光義 佐々木 光義

中村 明美

中村 明美
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アマⅠ アンクレット 115

アマⅡ アンクレット 122

アマⅢ コロ 127

アマⅢ ジョーカー 132

平原 由文 アマⅢ ユー 129

プロⅠ ベルトルト 4

プロⅡ キャッシー 41

プロⅠ ユニークガール 2

プロⅠ トルード 12

堀内 辰夫 堀内 辰夫 アマⅠ ハッピー 116

プロⅠ テージ 16

プロⅡ クサントゥス 26

プロⅢ オスカー 46

プロⅢ ギバ 53

プロⅡ アンザ 54

五十嵐 孝男 アマⅡ コズミック 125

プロⅠ ギズルフ 55

プロⅡ トラジロ 28

三谷 郁子 プロⅢ クシード 50

藤田 智子 プロⅠ レーガ Ⅱ 5

堀内 壽子 プロⅠ カール 7

プロⅡ ハムレット 31

プロⅡ オド 39

プロⅢ ビーネ 44

アマⅠ ブルガリ 102

アマⅠ ブライトリング 113

プロⅠ カウツ 1

プロⅠ ルティラ 9

小松﨑 大貴 プロⅡ バトガー 34

本多 夏椿実 プロⅢ アプリリア 48

中村 芳雄

古海 正城

中村 明美

松本 芳雄 松本 芳雄

平原 里美
平原 里美

船江 勝輔

松本 浩

古海 正城

船江 雅子

山口 哲也

山口 哲也

甲斐 美和子

堀内 壽子

稲留 航大

音喜多 雅

松本 浩


