
※上位６頭による決戦 全日本服従訓練競技大会 成績一覧
《プロⅡ部》

審査員 ： 梅村・河野・加藤

成績 得点 ｾﾞｯｹﾝ 犬　　　名 所有者 フリガナ 住所 指導手 フリガナ 住所

優勝 99.7 62 ｱﾗﾝ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 林 久子 ﾊﾔｼ ﾋｻｺ 兵庫 松岡 里砂 ﾏﾂｵｶ ﾘｻ 兵庫

2位 99.6 70 ｳﾙﾋﾞﾅ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ 小林 素和 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾄｶｽﾞ 愛知 吉田 麻由 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕ 愛知

3位 99.5 39 ﾍﾞﾙﾄﾙﾄ ﾌｫﾝ ｶﾉﾝ ｺﾞｰﾄﾞｯｸﾞ 長尾 八重 ﾅｶﾞｵ ﾔｴ 岐阜 船江 雅子 ﾌﾅｴ ﾏｻｺ 愛知

4位 99 47 ﾋﾞｽﾏﾙｸ ﾌｫﾑ ｸﾞﾛｰｽ ｳﾞｪｰｸ 中山 松比古 ﾅｶﾔﾏ ﾏﾂﾋｺ 兵庫 宮本 誠 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｺﾄ 鳥取

5位 97.5 56 ｵｽｶｰ ﾌｫﾝ ｹｰﾆｷﾞﾝ ｼｭﾛｽ 國嶋 幸雄 ｸﾆｼﾏ ﾕｷｵ 埼玉 花村 亮 ﾊﾅﾑﾗ ﾘｮｳ 大阪

6位 96.9 37 ｱﾙﾋﾞﾗ ﾌｫﾑ ﾏｯｾﾙ ｼｭﾃﾙﾝ 岩井 智二 ｲﾜｲ ﾄﾓｼﾞ 栃木 岩政 真理 ｲﾜﾏｻ ﾏﾘ 岐阜

Chg 99.7 24 ﾄﾞﾅｰ ｵﾌﾞ ﾃﾞｨｱｰｳｧｯﾂ 小阪 美紀 大阪 川口 哲央 大阪

Chg 99.7 34 ﾚﾅ ｵﾌﾞ S. ｳｲｽﾀﾘｱ 松本 浩 福井 百田 千穂 福井

Chg 99.7 38 ｱﾛｱ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 森本 兼三 奈良 島田 紀子 奈良

Chg 99.7 40 ｹｲﾄ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ 西尾 素実 兵庫 嶋澤 純代 兵庫

Chg 99.7 48 ﾍﾞﾝ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 山口 博通 福井 船江 雅子 愛知

Chg 99.6 21 ｸﾙﾄ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ 藤原 裕子 兵庫 藤原 裕子 兵庫

Chg 99.6 23 ｸﾗﾗ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 佐藤 瑛一 広島 糸山 滉彦 広島

Chg 99.6 28 ｵｽｶｰ ｵﾌﾞ ﾌｫﾚｽﾄ ｱｰﾃﾞﾝ 西 孝俊 兵庫 西 孝俊 兵庫

Chg 99.6 29 ﾔｰﾗ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 玉腰 佳弥 愛知 湊 臣正 岐阜

Chg 99.5 45 ｳﾞｨｳﾞｨｱﾅ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ 小林 素和 愛知 山田 侑里 愛知

Chg 99.4 30 ﾄﾗｳﾞｨｽ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ 小林 素和 愛知 近藤 恵理 岐阜

Chg 99.4 36 ﾍﾞﾙ ｵﾌﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 田伏 和子 和歌山 田伏 和子 和歌山

Chg 99.3 32 ｵﾗﾌ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ M. I. D. 岩政 真理 岐阜 岩政 真理 岐阜

Chg 99.2 31 ﾍﾞﾙ ｵﾌﾞ ﾊｯﾋﾟｰ ﾁﾙﾄﾞﾚﾝ 八木 美穂 兵庫 池鍋 真里亜 兵庫

Chg 99 35 ﾀﾞｯｺ ﾌｫﾝ ｶﾘﾕｼ ﾁｮｰｺｳ 野沢 正芳 愛知 野沢 正芳 愛知

Chg 99 41 ﾙﾗ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 中西 秀之 福井 岩政 真理 岐阜

Chg 99 42 ｱﾙｽ ﾗｰﾝ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ｼｭﾛｽ ﾌﾞﾙｰﾒﾝ 今中 勤 三重 中 誠太郎 三重

Chg 98.8 19 ﾍﾞﾝﾄﾚｰ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 山下 まち子 京都 藏 ひろみ 京都

Chg 98.8 49 ﾄﾞﾅ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 湊 臣正 岐阜 所 亜季 岐阜

Chg 98.7 18 ｺｽﾄﾍﾞﾗ ﾌｫﾑ ﾗｲﾄﾏﾝ 安田 育煕 京都 中井 善雄 京都

Chg 98.7 61 ｳﾞｨｰﾅｽ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ 濱口 幸三 愛知 山田 侑里 愛知

Chg 98.6 80 ｸﾞﾅ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 日比 みのり 愛知 岩政 真理 岐阜

Chg 98.5 22 ﾛｰｹﾞ ﾌｫﾑ ﾗｲﾄﾏﾝ 下農 勝 大阪 嘉瀬井 昌生 京都

Chg 98.1 44 ﾀﾞｺﾞ ﾌｫﾝ ｵｸｲﾖ ｼﾛｶﾜ 湊 臣正 岐阜 天池 悠起 岐阜

Chg 98 43 ﾎﾞﾆｰ ｵﾌﾞ ｽﾏｰﾄ ﾁｬｲﾙﾄﾞ 山岸 恵美子 岐阜 水谷 輝彦 愛知

Chg 97.6 57 ｺﾝﾌﾞ ﾌｫﾝ ﾅﾆﾜ ﾎﾞｼ 堀 幸子 大阪 堀 洋介 大阪
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Chg 97.6 71 ﾏｰｸ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ M. ﾜﾝ 西 孝俊 兵庫 西 孝俊 兵庫

Chg 97.5 63 ﾛｰｶﾞﾝ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 湊 臣正 岐阜 天池 悠起 岐阜

Chg 97.1 76 ﾔｲﾄ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ 岩本 達也 愛知 松村 聡美 愛知

Chg 97 33 ﾄｰﾙ ﾌｫﾝ ｸﾞﾘｭｰﾈﾝ ﾛｯｺｰ 前山 和道 兵庫 松本 沙希 兵庫

Chg 96.5 46 M-ﾒﾛﾃﾞｨｰ ｵﾌﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝ ｱﾄﾞｳﾞｨｰ 宮西 仁 兵庫 三山 航平 兵庫

Chg 96.5 77 ｼﾞｬｽﾐﾝ ﾌｫﾝ ｵｷﾀﾞｲ ﾗﾝﾄ 湊 臣正 岐阜 岩政 真理 岐阜

Chg 96.2 51 ｷｬﾝﾃﾞｨｰ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 湊 臣正 岐阜 天池 悠起 岐阜

Chg 95.8 79 ｸﾆﾍﾞﾙﾀ ｵﾌﾞ ﾏｲ ﾊﾋﾟﾈｽ 加藤 百合子 滋賀 中井 善雄 京都

Chg 95.7 65 ﾀｷﾞﾗ ﾌｫﾝ ｼｪｰﾝﾌﾙｽ ｻｻｷ 涌田 美樹 石川 涌田 美樹 石川

Chg 95.2 52 ﾊﾞﾆｰ ｵﾌﾞ ｽｶｲ ﾎｰﾌﾟ 渡邉 敏夫 岐阜 向山 美咲 岐阜

Chg 95.2 58 ｵﾗｰﾌ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ 中西 三世子 徳島 二星 卓哉 広島

Chg 95 66 ﾌｫﾚ ｳﾞｪｰﾙ ﾊｯﾄ 舟橋 孝文 愛知 船江 雅子 愛知

Chg 95 67 ﾀﾞｰﾋﾞｰ ｵﾌﾞ ﾏｲ ﾊﾋﾟﾈｽ 中井 善雄 京都 中井 善雄 京都

RCh 94.9 73 ｼﾞﾙﾀﾞ ﾃﾞﾙ ﾒﾃﾞｨﾃｯﾗｰﾈｵ 弓場 裕加 兵庫 弓場 裕加 兵庫

RCh 94.9 75 ﾍﾚﾝ ﾌｫﾝ ﾂｳﾞｧｲﾌﾞﾙｯｹﾝ 安達 俊夫 神奈川 北條 義了 神奈川

RCh 94.3 27 ﾆｹ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 佐藤 瑛一 広島 澤 翔太 広島

RCh 93.1 72 ﾐﾛ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ 竹本 昌生 京都 嘉瀬井 昌生 京都

RCh 93 54 ｱﾊﾞ ﾌｫﾝ ﾒﾙﾍﾝｳﾞｪﾙﾄ 髙木 宏動 愛知 伊藤 賢一 愛知

RCh 92.8 25 ﾍﾞﾘｰ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾒｸﾞ ﾊｳｽ 井川 良子 神奈川 安達 智子 神奈川

RCh 92.5 60 ｱﾚｯｸｽ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾒｸﾞ ﾊｳｽ 上中 弘子 京都 船江 雅子 愛知

RCh 92.5 69 ｱﾙﾅ ﾌｫﾑ ﾛｯｸ ﾊｰﾄ 澤田 正樹 兵庫 藤原 裕子 兵庫

RCh 90.7 55 ｱﾙｸﾞﾝﾄ ｵﾌﾞ ｾｶﾝﾄﾞ ｱｲ 野々川 好輝 愛知 野々川 好輝 愛知

RCh 90 64 ｱﾌﾞﾗｶﾀﾞﾌﾞﾗ R. (ｵﾌﾞ ｾﾝﾄ ﾄｰﾏｽ) 紀本 万純 和歌山 吉村 加代美 大阪

89.5 74 ｹﾞﾙﾃﾞｨ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 湊 臣正 岐阜 所 亜季 岐阜

87.1 53 ﾕｰﾘｼｰｽﾞ (ｵﾌﾞ ｼﾝﾏﾙｿｰ) 伊藤 郁宏 愛知 中川 真奈 愛知

85.6 20 ｱﾙｺﾞﾙ ﾌｫﾝ ﾊﾞｳ ﾜｳ ﾒﾘﾎﾟﾗﾝ 川本 秀和 愛知 吉田 麻由 愛知

83.9 59 ｸﾗｳﾝ ｵﾌﾞ ｽﾏｰﾄ ﾁｬｲﾙﾄﾞ 小澤 大哉 岐阜 水谷 輝彦 愛知

80.8 68 ｳｨｽﾗ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ 宮西 仁 兵庫 三山 航平 兵庫

80.7 50 ﾚﾝﾂ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 湊 臣正 岐阜 湊 臣正 岐阜

80.1 78 ﾋﾞﾘｰ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾎｸﾗ 中尾 薫 兵庫 松本 沙希 兵庫


