
 2021年度　第5回　全日本臭気選別競技大会

成績 得点 ゼッケン 犬名 犬種 所有者 指導手

優勝 100.0 317 ﾍﾞｱﾄﾘｽ ｵﾌﾞ ﾎﾟｰﾛﾆｱ ﾄｩｲﾝｸﾞ A 上田 知子 上田 知子

第2位 100.0 423 ﾘﾝﾃﾞ ﾌｫﾝ ｱﾘﾏﾂ ｵｹﾊｻﾞﾏｿｳ S 中西 晴男 村岡 史子

第3位 100.0 228 ﾊｯﾋﾟｰ ｵﾌﾞ ﾁﾊﾞ ﾎﾞｯｸｽﾄｩﾘｰ S 堀内 辰夫 堀内 辰夫

第4位 100.0 116 ﾑｰﾄ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ L 小林 洋子 伊藤 賢一

第4位 100.0 118 ｸﾞﾚｰﾄ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ S 汐田 光則 嶋澤 純代

第4位 100.0 306 ﾆﾆ ﾌｫﾝ Y.S. ｲｾｻｷ L 松浦 哲也 松浦 哲也

第4位 100.0 406 ﾍﾞﾙ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ L 堀内 辰夫 堀内 辰夫

第8位 100.0 225 ﾌｧﾑ ﾌｧﾀｰﾙ ｵﾌﾞ ｻﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾊﾞｳﾑ L 小林 洋子 伊藤 賢一

第8位 100.0 333 ｲｳﾞ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ M. I. D. G 隈元 義博 亀重 良三

第10位 100.0 9 ｱﾝﾃﾞｨｰ ｵﾌﾞ ｴﾑｽﾞ A ﾚﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ S 飯島 恵子 北林 弥生

第10位 100.0 10 ﾋﾞﾘｰ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾎｸﾗ S 八木 紀一 松本 沙希

第10位 100.0 22 ｾﾞｽﾄ ｵﾌﾞ ﾋﾞｯｸﾞ ﾛｰﾄﾞ L 乾 新悟 八木 美穂

第10位 100.0 205 ｺｽﾓ ｵﾌﾞ ﾊｯﾋﾟｰ ｻﾌﾟﾗｲｽﾞ L 南 敏子 亀重 良三

第10位 100.0 301 ｱﾘｽ ｵﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ ﾛｰﾄﾞ S 前山 和道 八木 美穂

第10位 100.0 409 ﾉﾙﾈ ﾌｫﾑ ﾗｲﾄﾏﾝ L 小畑 俊明 白藤 貞治

第10位 100.0 416 ﾃﾞｲｼﾞｰ ｵﾌﾞ ｻﾗ ﾛﾌﾞｽﾀ S 元井 千恵美 元井 千恵美

100.0 7 ｸｲﾝｼｰ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ S 嶋澤 純代 嶋澤 純代

100.0 26 ﾍﾞﾝｼﾞｰ ｵﾌﾞ ｼﾏﾅﾐ ﾎﾝﾘｭｰｿｳ L 小林 洋子 吉川 ひかり

100.0 107 ｱﾙﾄﾞ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ S 阿部 明子 畑野 有紀

100.0 211 ｱﾝｼﾞｭ ﾌｫﾝ ｴｰｳﾞｨｹﾞｽ ｸﾞﾘｭｯｸ S 吉永 由紀子 吉永 由紀子

100.0 212 ﾍﾞﾙ ｵﾌﾞ ﾗｯｷｰ ｳｪｰﾌﾞ L 嶋澤 純代 松岡 里砂

100.0 221 ﾍｰｾﾞﾙ ﾌｫﾑ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ｶｲｻﾞｰ L 井上 多美子 南 正八

100.0 224 ｷｬﾝﾃﾞｨ ﾌｫﾝ ﾋﾝﾒﾙﾌﾞﾗｳ S 松浦 哲也 松浦 哲也

100.0 231 ﾊﾞﾝﾌﾞｰ ｵﾌﾞ ｷｮｳﾀﾝｺﾞ L 加藤 百合子 中井 善雄

96.0 12 ｱﾀﾞﾑ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ S 宗平 博士 宗平 博士

96.0 13 ｴｽﾌﾟﾘ II ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ S 秋本 洋子 嶋澤 純代

96.0 16 ｱﾚｯｸｽ (ｵﾌﾞ ｼﾞﾗｿｰﾚ) L 林 久子 林 久子

96.0 127 ｶﾘﾌ ﾌｫﾝ ﾘｱﾝ ﾄｩｰﾙ S 岡田 省吾 松岡 里砂
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成績 得点 ゼッケン 犬名 犬種 所有者 指導手

92.0 29 ｾﾄﾞﾘｯｸ ﾌｫﾝ ｸﾘｻﾝｾﾏﾑ ｶﾞｰﾃﾞﾝ L 田中 花惠子 田中 花惠子

92.0 30 ｴﾄﾞｶﾞｰ ｵﾌﾞ ｲﾝﾀｰﾌｧｰﾑ S 宇野 義彦 桐谷 夏海

92.0 31 ｴﾒﾗﾙﾄﾞ ｱｲ ｵﾌﾞ ｻﾜﾃﾞｪｲ ﾛｰﾄﾞ L 平井 英里奈 畑野 有紀

92.0 32 ﾍﾞﾙﾌｧｰｽﾄ ｵﾌﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾌｫﾚｽﾄ L 林 正典 田伏 和子

92.0 102 ｸﾞﾛｰﾘｰ ｵﾌﾞ ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ ﾀﾅｶ L 悦田 浩 安達 健

92.0 103 ｱﾊﾞ ﾌｫﾝ ﾒﾙﾍﾝｳﾞｪﾙﾄ L 髙木 宏動 伊藤 賢一

92.0 105 ﾀﾞｲｱﾝ ﾂﾑ ｱﾝﾄﾜｰﾌﾟ ﾁｬｰﾙｽﾄﾝ S 東浦 孝之 大谷 典子

92.0 130 ｸﾙﾄ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ S 山内 昌靖 藤原 裕子

92.0 204 ﾈｲﾁｬｰ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ S 境 育代 吉川 ひかり

92.0 227 ﾗｲﾏ II ﾌｫﾝ ｱﾘﾏﾂ ｵｹﾊｻﾞﾏｿｳ S 馬場園 政信 村岡 史子

92.0 303 ｱﾝﾄﾞﾘｰ (ｵﾌﾞ ﾋﾒｼﾞ ﾆｭｰ ﾊﾟｲﾝ) L 野毛 直子 南 正八

92.0 314 ｸｳﾞｨｯｷ ﾌｫﾝ ｱﾘﾏﾂ ｵｹﾊｻﾞﾏｿｳ S 則竹 素美 村岡 史子

92.0 316 ﾌｸ ﾌｫﾝ ｳﾍﾞ ﾁｮｰｼｭｰ L 柳屋 摂子 松常 龍次

92.0 321 ﾌﾞﾗｳﾆｰ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾘﾎﾞﾝ A 上中 弘子 上中 弘子

92.0 322 ﾊﾟﾃｨｰ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ L 桂川 まゆみ 桂川 まゆみ

92.0 414 ﾀﾞｲｱﾅ ﾌﾟﾘﾝｽ ｵﾌﾞ ﾊｯﾋﾟｰ ｻﾌﾟﾗｲｽﾞ L 南 敏子 南 敏子

92.0 415 ｱｸﾋﾞ ｵﾌﾞ ﾄﾞｯｸﾞｳｯﾄﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ B 小林 洋子 吉川 ひかり

92.0 418 ｷｬﾛﾗｲﾝ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ L 内田 恭子 村岡 史子

87.0 3 ｹﾞﾛ ﾌｫﾝ ｳﾍﾞ ﾁｮｰｼｭｰ L 藤竹 保幸 松常 龍次

87.0 404 ﾌｭｶｽ (ｵﾌﾞ ｸﾞﾝﾏ ﾑﾗｷ) G 小楠 真由美 里川 ひろみ

85.0 8 ｱﾚｯｸｽ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾒｸﾞ ﾊｳｽ A 上中 弘子 上中 弘子

85.0 18 ﾖﾊﾝ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ S 永田 路子 永田 路子

85.0 21 ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ ｵﾌﾞ ｴｽﾎﾟｱｰﾙ ｼﾝｵｰｻｶ S 有賀 和子 有賀 和子

85.0 101 ｳﾞｫﾗｰﾄ ﾌｫﾝ ｱﾘﾏﾂ ｵｹﾊｻﾞﾏｿｳ S 榊原 琢也 村岡 史子

85.0 104 ﾄｰﾙ ﾌｫﾝ ｸﾞﾘｭｰﾈﾝ ﾛｯｺｰ S 前山 和道 松本 沙希

85.0 109 ﾋﾞｭﾌｫﾝ ｵﾌﾞ ｼﾏﾅﾐ ｲｹﾀﾞ G 木村 朋樹 川西 忠昭

85.0 110 ﾍﾞｰｾﾞﾝ ﾌｫﾝ ｽｲｼｮｰｴﾝ ｱｵｷ S 別所 芳樹 則竹 素美

85.0 122 ｶﾞｳﾞｧｲﾝ ﾌｫﾑ ﾌﾝﾃﾞ ｼｭｰﾚ S 加藤 佳子 佐合 智絵
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85.0 129 ｱﾙﾌ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾎｸﾗ S 井上 祐輔 八木 美穂

85.0 210 ｸｳﾞｨｽﾀ ﾌｫﾝ ｱﾘﾏﾂ ｵｹﾊｻﾞﾏｿｳ S 河村 三枝子 村岡 史子

85.0 223 ﾌﾞﾙｰﾑ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾘﾎﾞﾝ A 新田 龍廣 宮西 仁

85.0 226 ﾒﾗﾆｰ (ｵﾌﾞ ﾄﾘﾋﾞｭｰﾄ) B 桜井 明美 桜井 明美

85.0 307 ｱﾗﾍﾞｽｶｰﾄ ｵﾌﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾌｫﾚｽﾄ L 林 正典 田伏 和子

85.0 309 ﾔﾏﾄﾅﾃﾞｼｺ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ S 山中 雅文 山田 侑里

85.0 319 ﾎｲｯﾄﾆｰ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ S 内山 栄蔵 内山 栄蔵

85.0 325 ｳﾞｨｰﾅｽ ｵﾌﾞ ﾖｺﾊﾏ ｼﾞｭｳﾞｨﾅｲﾙ A 池部 敏市 安達 健

85.0 331 ｱﾈﾗ ｵﾌﾞ ｻﾝｼｬｲﾝ ﾏﾊﾛ L 岡本 新司 大谷 典子

85.0 403 ﾘﾘｰ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ L 嶋澤 純代 松岡 里砂

85.0 410 ﾈﾘｰ ｵﾌﾞ ﾌｪｱ ｳｨﾝﾄﾞ G 新田 龍廣 福田 亜由美

85.0 411 ｱﾘｽ ｵﾌﾞ ｼﾏﾅﾐ ﾎﾝﾘｭｰｿｳ L 黒田 明 藏 ひろみ

85.0 417 ﾕﾘｶ ｵﾌﾞ ﾌｸｲ ｼｬｲﾆﾝｸﾞｽﾀｰ S 池本 委加 松本 浩

85.0 419 ｸﾞﾚｲｼｰ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ G 大橋 小夜子 大橋 小夜子

85.0 420 ﾊｰﾄﾞ ｳｨﾝ ｸﾞﾘｺ A 上松 陽光 安達 智子

85.0 422 ｸﾛﾃｨﾙﾃﾞ (ｵﾌﾞ ｵｶﾔﾏ ﾑｷﾞﾜﾗ) G 齋藤 光範 川西 忠昭

85.0 424 ﾊﾞﾝﾋﾞ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾎｸﾗ S 松井 春枝 池鍋 真里亜

65.0 405 ｺｽﾄﾍﾞﾗ ﾌｫﾑ ﾗｲﾄﾏﾝ L 安田 育煕 中井 善雄

50.0 11 ﾌｫｸﾄ ｵﾌﾞ ﾊﾏﾅ ｶﾞｰﾃﾞﾝ S 大角 美智子 安達 健

50.0 14 (ｾﾄｸﾞﾁ ｻｶﾞ) ｷｭｰﾋﾟｯﾄﾞ L 三浦 由子 三浦 由子

50.0 216 ﾖｰﾗ ﾌｫﾝ ﾔﾏﾄ ﾓﾘﾔ S 加藤 芳夫 山田 侑里

50.0 324 ﾍﾞｽ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾒﾀﾞﾘｽﾄ S 境 史雄 境 史雄

50.0 412 ﾃﾞｰｼﾞｰ III ｵﾌﾞ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ L 酒井 孝芳 真鍋 嘉孝

50.0 413 ﾍﾞﾙ ｵﾌﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾌｫﾚｽﾄ L 田伏 和子 田伏 和子

10.0 2 ﾕﾝｶｰ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ S 花尻 好司 嶋澤 純代

10.0 4 ｱﾘｴｽ (ｵﾌﾞ ﾎｰﾌﾟﾌﾙ) G 井上 有史 松村 聡美

10.0 5 ｱｰﾛﾝ ｵﾌﾞ ﾛｲﾔﾙ ｽﾀｰ L 白井 香代 川西 忠昭

10.0 15 (ﾄﾚｼﾞｬｰ ｼｯﾌﾟ ｱｵｲ) ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ D 内藤 忠司 信達谷 美帆
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10.0 27 ﾋﾞｯﾂ ｵﾌﾞ ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ ｽﾀｰ L 四倉 杏菜 四倉 杏菜

10.0 108 ｱﾝﾋﾞｼｮﾝ ﾌｫﾝ ﾒﾙﾍﾝｳﾞｪﾙﾄ L 雨田 克子 川口 哲央

10.0 111 ｼｴﾙ ｵﾌﾞ ﾊｯﾋﾟｰ ｻﾌﾟﾗｲｽﾞ L 柴田 義弘 柴田 義弘

10.0 112 ｸﾗﾌﾄ ｵﾌﾞ ﾌｫﾝ ｳﾞｪﾘﾃ S 伊藤 尚孝 安達 富三

10.0 119 ｲﾙﾓ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ M. I. D. S 西尾 素実 西尾 素実

10.0 120 ｱﾚｯｸｽ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄ ﾘｯﾀｧ S 中丸 忠 中丸 忠

10.0 124 ｷﾞﾙﾄﾞ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ S 寺本 英子 嶋澤 純代

10.0 125 (ｸｼﾏ ｽﾀｰｽﾞ) ﾃﾞﾝﾊﾑ G 山本 武志 岡野 健史

10.0 131 ｴﾄﾞﾑﾝﾄ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ S 浜浦 義一 嶋澤 純代

10.0 201 ｱﾙﾅ ｵﾌﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾌｫﾚｽﾄ L 西川 エミ 田伏 和子

10.0 202 K. ﾄﾛ ｱﾑｰﾙ ｶｰﾈ ﾏｼｪﾘ L 飛田 英美 信達谷 美帆

10.0 203 ﾍﾞｯﾂｨｰ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ T. ｻｲﾄｰ S 平本 敦子 松本 浩

10.0 206 ｱﾛﾏ ｵﾌﾞ ﾜﾝﾀﾞﾌﾙ ｷｯｽﾞ L 藤原 裕子 藤原 裕子

10.0 209 ﾌﾟﾘﾝｾｽ ﾏﾘｰ ｵﾌﾞ ｼﾙｳﾞｧｰ ﾖｼﾐ S 糟谷 直子 小林 玄太

10.0 217 ｷｭｰﾄ ｵﾌﾞ ﾄﾚｼﾞｬｰ ﾌｨｰﾙﾄﾞ S 野村 真由美 野村 真由美

10.0 218 ﾍﾞﾙ ｵﾌﾞ ﾊｯﾋﾟｰ ﾁﾙﾄﾞﾚﾝ L 八木 美穂 池鍋 真里亜

10.0 219 ﾀﾞﾘｱ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝﾈｽ ｱﾙﾊﾝﾌﾞﾗ L 大西 晶三 大西 晶三

10.0 229 ｱｰﾘｱ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾎｸﾗ S 土井 正孝 松本 沙希

10.0 233 ﾃｨｱﾗ ﾌｫﾝ ｳｴｽﾄ ﾏｳﾝﾃﾝ B 藤井 雅也 里川 ひろみ

10.0 302 ﾏﾘｰ (ｵﾌﾞ ﾕﾒｶ ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ) G 馬場 加悦子 藏 ひろみ

10.0 310 ｸﾗﾗ ﾌｫﾑ ﾏｯｾﾙ ｼｭﾃﾙﾝ S 山本 猛夫 湊 臣正

10.0 311 ｸﾛｰﾈ ｵﾌﾞ ﾌｪｱ ｳｨﾝﾄﾞ G 新田 龍廣 宮西 仁

10.0 312 ﾁｬｰﾑ (ｵﾌﾞ ﾏﾂｻｶ ﾓﾘﾓﾄ) L 眞鍋 伸二 三好 一彦

10.0 320 ｱｲｰﾀﾞ ｵﾌﾞ ﾗｲｽ ｸﾞﾚｲｽ L 飯島 恵子 飯島 恵子

10.0 327 ｸﾞﾛﾘｱ (ｵﾌﾞ ｸﾞﾚｰﾄ ｼﾝﾃﾞﾚﾗ) G 北村 忍 川西 忠昭

10.0 328 ﾋﾞｰﾈ ｵﾌﾞ S. ｼﾄﾈ G 白木 清正 松本 浩

10.0 332 ｴﾚﾅ ｵﾌﾞ ｴﾒﾗﾙﾄﾞ ﾊﾟﾜｰｽﾞ S 稲垣 喜久夫 村岡 史子

10.0 401 ﾊｲｼﾞ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ L 小林 洋子 山田 侑里
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10.0 407 ｶﾉﾝ ｵﾌﾞ ﾗｲｽ ｸﾞﾚｲｽ L 飯島 恵子 飯島 恵子

10.0 421 ｸｴﾆｰ ﾌｫﾑ ﾌﾞﾗｰｳﾞｪﾝ ﾌﾞﾗｰｸ S 稲井 かおる 稲井 かおる

0.0 1 ｵﾙﾄ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ S 吉峰 公博 川西 忠昭

0.0 17 ﾍﾞｵｳﾞﾙﾌ ｵﾌﾞ ｱｯﾌﾟﾙ ﾗｧﾘｽ S 寺澤 はる美 松本 沙希

0.0 20 ｱﾙﾍﾞﾙﾄ ｵﾌﾞ ﾊﾞｰﾃﾞｨｰｽﾞ ｼｬﾄｰ L 雨田 克子 雨田 克子

0.0 23 ｴﾝｼﾞｪﾙ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ｼｭﾃﾙﾝﾛｲﾋﾃ S 小倉 こずえ 小倉 こずえ

0.0 24 ｱﾄﾞﾆｽ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ L 岡田 義和 藏 ひろみ

0.0 25 ｻﾞﾌｨｰｱ ﾌｫﾑ ﾌﾞﾗｰｳﾞｪﾝ ﾌﾞﾗｰｸ S 木村 茂 池上 昇

0.0 28 ｿｰﾆｰ ｵﾌﾞ ﾄｼｴ ﾜｰﾙﾄﾞ L 横井 英一 山田 侑里

0.0 106 ｸﾘｽﾀﾙ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾎｸﾗ G 中尾 克子 池鍋 真里亜

0.0 113 ｾﾞﾉ ｵﾌﾞ ｽｰﾊﾟｰ ｸﾘｰｸ S 山内 未央 山内 未央

0.0 114 ｱﾌﾘｰﾄ (ｵﾌﾞ ﾂﾅ ｲｼｶﾜ) L 吉田 介康 八木 美穂

0.0 117 ﾙｰﾍﾞﾝ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ M. I. D. G 西 さおり 西 さおり

0.0 126 ﾄﾘｯｸ ﾌｫﾝ ｱﾘﾏﾂ ｵｹﾊｻﾞﾏｿｳ S 鈴木 恵 鈴木 恵

0.0 128 ﾅｲﾄ ﾌｫﾑ ﾃﾞｨｯｸ ﾍﾙﾄ S 竹村 勇一 竹村 勇一

0.0 207 ﾊｰﾌﾟ ｵﾌﾞ ﾌｪｱ ｳｨﾝﾄﾞ L 稲吉 眞由美 水谷 和代

0.0 208 ﾀﾞﾌﾞ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾎｸﾗ G 中尾 克子 八木 美穂

0.0 214 ﾌﾞﾙｶﾞ ｵﾌﾞ ﾛｲﾔﾙ ｽﾀｰ L 磯野 秀美 川西 忠昭

0.0 215 ﾘﾝﾀﾞ ﾌｫﾝ ｱﾘﾏﾂ ｵｹﾊｻﾞﾏｿｳ S 村田 美奈 村田 美奈

0.0 220 ｱﾙﾋﾞﾉｲｴﾛｰ ｵﾌﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾌｫﾚｽﾄ L 林 正典 田伏 和子

0.0 232 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ (ｵﾌﾞ ｵｶﾔﾏ ﾑｷﾞﾜﾗ) G 石川 美奈子 川西 忠昭

0.0 304 ﾀﾞｯﾁｽ (ｵﾌﾞ ﾜﾝﾌﾞｰ) G 市野 武 佐合 智絵

0.0 305 ｺﾘｰﾇ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ L 越川 尚男 安達 智子

0.0 315 ｸｨｰﾗ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ M. I. D. G 白木 清正 百田 千穂

0.0 318 ｸｳﾞｪﾗ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ L 多田 美乃 川西 忠昭

0.0 323 ｷｬﾅﾙ ｵﾌﾞ ﾊｯﾋﾟｰ ｻﾌﾟﾗｲｽﾞ L 柴田 義弘 柴田 義弘

0.0 326 ﾃﾞｲｼﾞｰ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾘﾎﾞﾝ A 宮西 仁 福田 亜由美

0.0 330 ｼｪﾗ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ G 松岡 正美 信達谷 美帆
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0.0 402 ﾁｱﾘｰ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾘﾎﾞﾝ A 高田 つかさ 宮西 仁

0.0 408 ｲｪｯﾀ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ S 嶋澤 純代 桐谷 夏海


