
全日本服従訓練競技大会 受　　付　　表 Ｎｏ，1

取扱者 頭数 指導手 科目 犬 名 ゼッケン

プロⅠ エッポ 3

プロⅠ デーア 8

プロⅡ ヴィーナス 29

プロⅡ ルナ 57

安達 富三 プロⅠ デリコ 11

プロⅡ コリーヌ 20

プロⅡ グリコ 37

プロⅡ ウタ 54

プロⅠ ファーブル 6

プロⅡ ユリウス 32

アマⅠ フレイジャー 82

アマⅠ グローリー 91

大川 浩 アマⅠ ブリリアントハリー 93

是村 優美子 アマⅠ ペッツォ 87

警察犬種外アマⅡ アビアトリックス 114

アマⅡ フルマー 99

府川 雅世 アマⅠ ジェニー 98

山中 尚美 アマⅠ リタ 84

池谷 三男 1 池谷 三男 アマⅠ プリンセス　アビィー 94

プロⅡ クヴィラー 52

プロⅢ タイタス 61

プロⅡ シャネル 14

プロⅡ エグマール 33

プロⅡ ジュリアス 45

大谷 典子 1 大谷 典子 プロⅢ フランフラン 78

加藤 友香 1 加藤 友香 アマⅠ イーファ 88

プロⅡ アディー 16

プロⅡ イルミナ 51

雨田 克子 アマⅠ アンビション 92

北林 弥生 プロⅡ クラーク 46

アマⅠ フリージア 83

アマⅠ カノン 97

小林 康一 アマⅠ ウタ 89

田中 由利子 アマⅠ ウイニング　フラッグ 85

藏 ひろみ プロⅢ マリー 67

プロⅡ ハイパー 38

プロⅢ バコパ 70

警察犬種外プロⅠ デイジー 105

信達谷 美帆 プロⅡ シェラ 25

プロⅡ キノ 39

プロⅢ マリン　ブルー 74

野村 真由美 アマⅠ キュート 96

松村 聡美 プロⅠ アリエル 10

プロⅡ トラヴィス 17

プロⅡ ヴィヴィアナ 48

プロⅡ ネイチャー 28

プロⅡ ウンカイ 40

桜井 明美 1 桜井 明美 アマⅠ メラニー 86

坂元 大和 プロⅢ デイジー 68

プロⅠ アーロン 5

プロⅡ ミロ 34

プロⅡ フェスタ 30

プロⅡ フレア 35

プロⅡ ディーン 36

プロⅡ ブルック 41

プロⅡ アロア 47

島田 健司 5 島田 紀子

小林 素和 9

鈴木 沙耶

吉川 ひかり

山田 侑里

嶋澤 純代 3
松味 沙穂里

北林 弥生 5
飯島 恵子

黒田 明 4
沼田 麻琴

梅田 恭彦 3 梅田 恭彦

川口 哲央 3
川口 哲央

安達 俊夫 18

岩政 真理 2

安達 健

安達 智子

阿曽沼 浩輝

悦田 比呂子

佐々木 光義

岩政 真理
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取扱者 頭数 指導手 科目 犬 名 ゼッケン

プロⅡ エックス　ＩＩ 27

プロⅡ シェリー 55

プロⅢ エックス　ＩＩ 59

プロⅢ シェリー 64

プロⅡ ガルム 13

プロⅡ ヴァルドラン 42

プロⅢ ガルム 71

プロⅢ ヴァルドラン 75

プロⅢ アミー 80

高山 亘 1 高山 亘 プロⅡ ヤハト 44

田伏 和子 1 田伏 和子 プロⅡ ベル 22

時政 寿子 プロⅢ アビィ 65

三宅 弘 アマⅢ ブリジット 104

アマⅠ チョッパー 95

アマⅡ クヴェッケ 100

永瀬 優子 1 永瀬 優子 警察犬種外アマⅡ ココ 113

プロⅢ ミルラ 60

プロⅢ フロダ 73

警察犬種外プロⅡ キー 108

中村 芳雄 アマⅢ アンクレット 103

中山 美穂乃 警察犬種外プロⅡ ロッテ 107

石﨑 有沙 プロⅢ ドロウバー 72

プロⅡ ドゥーエ 18

プロⅢ アルセ 76

プロⅠ マーク 4

プロⅡ アルフィ 53

プロⅢ タント 69

野沢 正芳 1 野沢 正芳 プロⅡ ダッコ 43

野々川 好輝 1 野々川 好輝 プロⅢ ヤフー 63

警察犬種外アマⅠ コロ 109

警察犬種外アマⅠ ジョーカー 111

警察犬種外アマⅡ シグマ 112

藤原 裕子 1 藤原 裕子 プロⅡ オイリッヒ 21

プロⅠ ケリー 2

プロⅠ キャッシー 7

プロⅠ ベルトルト 12

プロⅡ ウナ 31

プロⅡ ディック 58

堀 洋介 1 堀 洋介 プロⅠ レオン 9

プロⅢ グレース　ミラン 62

プロⅢ シャネル 79

松本 浩 プロⅢ コウメ 66

プロⅠ カーラ 1

プロⅡ モミジ 19

プロⅡ ビシュラ　チエ 23

プロⅡ クィーラ 49

プロⅢ ビーネ 77

プロⅢ モト 81

松本 芳雄 1 松本 芳雄 アマⅠ ブライトリング 90

八木 紀一 プロⅡ アフリート 50

プロⅡ フレイヤー 15

プロⅡ ベオヴルフ 24

プロⅡ ボニー 56

矢野 竜也 1 矢野 竜也 警察犬種外プロⅡ フキ 106

山縣 忠義 1 宮田 聖美 アマⅡ アトリア 101

山田 晃正 1 山田 さやか アマⅡ Ｆ－ウルフ 102

湯川 弘美 1 湯川 弘美 警察犬種外アマⅠ イブ　メリー 110

弓場 裕加 1 弓場 裕加 プロⅡ ジルダ 26

南波 大二郎 3
中川 真奈

西 孝俊 3 西 孝俊

時政 寿子 2

徳永 清美 2 徳永 清美

中村 明美 5

中村 明美

外和 信弘 9

外和 信弘

齋藤 千加

平原 里美 3 平原 里美

船江 勝輔 船江 雅子5

八木 紀一 4
松本 沙希

松岡 里砂 2 松岡 里砂

松本 浩 7
百田 千穂


