
全日本服従訓練競技大会 成績一覧
《プロⅢ部》

審査員 ： 吉田（正）・高橋

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 99.6 110 ﾊｲﾏﾝ ｵﾌﾞ S. ｳｲｽﾀﾘｱ 松本 浩 ﾏﾂﾓﾄ　ﾋﾛ 福井 百田 千穂 ﾓﾓﾀ　ﾁﾎ 福井

2位 99.4 86 ｻﾑ II ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 湊 臣正 ﾐﾅﾄ　ﾄﾐﾏｻ 岐阜 岩政 真理 ｲﾜﾏｻ　ﾏﾘ 岐阜

2位 99.4 111 ｼｮﾊﾟﾝ ﾌｫﾝ ﾒﾙﾍﾝｳﾞｪﾙﾄ 杉本 教子 ｽｷﾞﾓﾄ　ﾉﾘｺ 大阪 八木橋 祥 ﾔｷﾞﾊｼ　ｱｷﾗ 大阪

4位 99.3 90 ｼﾞﾐｰ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 湊 臣正 ﾐﾅﾄ　ﾄﾐﾏｻ 岐阜 岩政 真理 ｲﾜﾏｻ　ﾏﾘ 岐阜

5位 99.2 85 ﾄﾞﾘｰ ﾌｫﾝ ｶﾘﾕｼ ﾁｮｰｺｳ 松本 太一 ﾏﾂﾓﾄ　ﾀｲﾁ 愛知 船江 雅子 ﾌﾅｴ　ﾏｻｺ 愛知

Chg 99.1 98 ﾋﾞｰﾈ ｵﾌﾞ S. ｼﾄﾈ 白木 清正 福井 松本 浩 福井

Chg 99 81 ﾔﾏﾄﾅﾃﾞｼｺ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ 山中 雅文 愛知 山田 侑里 愛知

Chg 98.8 99 ｴｰﾃﾞﾙ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ 桑原 正二 大阪 藏 ひろみ 京都

Chg 98.8 100 ﾉｰﾗ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 日比野 克彦 岐阜 日比野 克彦 岐阜

Chg 98.8 105 ｱﾒｼﾞｽﾄｸｨｰﾝ ﾌｫﾝ ﾊﾞｳ ﾜｳ ﾒﾘﾎﾟﾗﾝ 桑原 悦子 愛知 伊藤 賢一 愛知

Chg 98.8 113 (ﾄﾚｼﾞｬｰ ｼｯﾌﾟ ｱｵｲ) ﾐﾛ 日置 千春 兵庫 松味 沙穂里 兵庫

Chg 98.7 109 X-ｸｨｰﾝ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ 吉岡 友里絵 福岡 吉岡 友里絵 福岡

Chg 98.6 84 ｴﾙﾄﾞ ﾌｫﾝ ｸﾗｰｹﾞﾝ 齋藤 孝 愛知 齋藤 孝 愛知

Chg 98.6 107 ｸﾗﾗ ﾌｫﾑ ﾏｯｾﾙ ｼｭﾃﾙﾝ 山本 猛夫 愛知 湊 臣正 岐阜

Chg 98.6 116 ﾃﾞｨｰﾀｰ (ｵﾌﾞ ﾘｭｰ ﾊﾟｰｸ ﾔﾏｸﾗ) 今井 陽子 愛知 中川 真奈 愛知

Chg 98.4 102 ﾋﾞｰﾄﾙ ｵﾌﾞ ｽｶｲ ﾎｰﾌﾟ 佐生 勝義 岐阜 向山 美咲 岐阜

Chg 98.2 91 ｼｰｻﾞｰ ｵﾌﾞ ﾕﾐ ﾒﾓﾘｱﾙ 神谷 優 岐阜 所 亜季 岐阜

Chg 98.1 115 ｸﾘｽﾀﾙ ｵﾌﾞ ﾐｵｻﾗ 宇都宮 益美 愛媛 三好 一彦 愛媛

Chg 98 82 ﾍﾞｵｳﾞﾙﾌ ｵﾌﾞ ｱｯﾌﾟﾙ ﾗｧﾘｽ 寺澤 はる美 兵庫 松本 沙希 兵庫

Chg 98 88 ﾀﾗ ﾌｫﾝ ｸﾞﾛｰｽﾌｪﾙﾄ ｷｭｰｼｭｰ 丹羽 宏之 奈良 大谷 典子 奈良

Chg 98 112 ﾈｲﾁｬｰ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ 境 育代 愛知 古川 ひかり 愛知

Chg 97.6 93 ｸﾛｰﾊﾞｰ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｱｲ 荒川 眞 愛知 信達谷 美帆 愛知

Chg 97.6 97 ﾏﾐｰ ﾌｫﾝ ﾒﾙﾍﾝｳﾞｪﾙﾄ 南波 大二郎 愛知 中川 真奈 愛知

Chg 97.6 106 ｵﾃﾞｨﾛ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ T. ｻｲﾄｰ 安江 太司 愛知 齋藤 孝 愛知

Chg 97.6 114 ｸﾘｽﾀﾙ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾎｸﾗ 中尾 薫 兵庫 池鍋 真里亜 兵庫

Chg 97.6 120 (ﾑｰﾝ ｼｬﾄﾞｰ) ﾀﾝﾄ 笹川 薫 兵庫 西 孝俊 兵庫

Chg 97.2 95 ﾄﾞｩｳｼｰ ﾌｫﾝ ｶﾘﾕｼ ﾁｮｰｺｳ 平田 佳典 愛知 中山 明子 愛知

Chg 97.2 96 ｻﾘｰ II ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 鈴木 賢治 愛知 所 亜季 岐阜

Chg 97 118 ﾊﾞﾝﾋﾞ ﾌｫﾝ ﾏﾂｻｶ ｱｽｶ 金丸 早織 京都 藏 ひろみ 京都

Chg 96.9 117 ｲﾑﾍﾞﾙﾄ ｵﾌﾞ ﾌｸｲ ｼｬｲﾆﾝｸﾞｽﾀｰ 中山 由芙希 兵庫 松本 浩 福井

Chg 96.8 108 ｶﾘﾌ ﾌｫﾝ ﾘｱﾝ ﾄｩｰﾙ 岡田 省吾 兵庫 松岡 里砂 兵庫

Chg 96.4 87 ﾈﾘｰ ｵﾌﾞ ﾌｪｱ ｳｨﾝﾄﾞ 新田 龍廣 兵庫 三山 航平 兵庫

Chg 96.4 103 ﾁｬｰﾑ (ｵﾌﾞ ﾏﾂｻｶ ﾓﾘﾓﾄ) 眞鍋 伸二 愛媛 三好 一彦 愛媛

Chg 96.3 89 ﾌｧﾙﾏ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ 辻本 誠志 兵庫 柏原 歩 京都

Chg 95.4 119 ﾌｨｼﾞｰ ｵﾌﾞ ｾｶﾝﾄﾞ ｱｲ 川尻 美奈 兵庫 松岡 里砂 兵庫

Chg 95.2 101 ﾄﾞﾘｰ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ M. I. D. 磯辺 歩惟 島根 所 亜季 岐阜

RCh 93.7 94 ｱﾄﾑ ﾌｫﾝ ﾊﾞｳ ﾜｳ ﾒﾘﾎﾟﾗﾝ 渡辺 弘子 富山 佐合 智絵 愛知

RCh 93.7 104 ﾃﾞｲｼﾞｰ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾘﾎﾞﾝ 宮西 仁 兵庫 福田 亜由美 兵庫


