
 2018年度　警戒競技大会（プレ大会）　成績表

順位 タイトル 評価 得点 ゼッケン 犬名 所有者 住所 指導手 住所
警1
(15点）

警2
（15点）

警3
（70点）

1 Ch 優 98.5 4 ｱﾏﾃﾗｽ ｵﾌﾞ ｴﾌﾜﾝ 内村 純 埼玉 古海 正城 千葉 15.0 14.7 68.8

2 Chg 優 97.6 23 ｱﾐｰｺ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾚﾙﾋｪ 塚原 雄器 富山 安達 智子 神奈川 15.0 14.4 68.2

3 Chg 優 97.6 24 ﾊﾞﾙﾄﾞ ｵﾌﾞ ｽﾋﾟﾘｯﾄ ﾄﾑ 飯塚 正 埼玉 堀内 壽子 埼玉 15.0 14.7 67.9

4 Chg 優 97.3 19 ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾚﾙﾋｪ 藤村 明実 神奈川 安達 富三 神奈川 14.4 14.4 68.5

5 Chg 優 97.2 28 ｵﾚﾝｼﾞ ｵﾌﾞ G.T.R 松本 智子 埼玉 安達 富三 神奈川 15.0 14.4 67.8

6 Chg 優 97.0 27 ﾏﾙｼｬﾙｸ ｵﾌﾞ ｱｳﾄｻｲﾀﾞｰ 谷口 利憲 石川 大原 茂雄 福島 15.0 14.4 67.6

7 Chg 優 96.8 20 ﾃﾞｰｱ ﾃﾞｯﾗ ｳﾞｪﾙｼﾞｵｰﾈ ｽﾎﾟﾙﾃｨｰｳﾞｧ 山口 正 神奈川 安達 健 神奈川 15.0 14.4 67.4

8 Chg 優 95.8 26 ﾃﾞﾙﾋﾞｰ ﾌｫﾝ ﾂｳﾞｧｲﾌﾞﾙｯｹﾝ 勝柴 正幸 千葉 堀井 裕章 茨城 15.0 14.7 66.1

8 Chg 優 95.8 29 ｱｰﾈｽﾄ ｵﾌﾞ ﾌｫﾝ ｳﾞｪﾘﾃ 原 栄治 秋田 安達 健 神奈川 15.0 14.4 66.4

9 RCh 優 94.4 16 ﾔｯｷｰ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ 芳村 深雪 東京 芳村 深雪 東京 14.4 15.0 65.0

10 RCh 優 94.3 22 ﾊﾞﾚｰﾉ ﾃﾞｯﾗ ｳﾞｪﾙｼﾞｵｰﾈ ｽﾎﾟﾙﾃｨｰｳﾞｧ 藤村 明実 神奈川 藤村 明実 神奈川 15.0 14.4 64.9

12 RCh 優 93.0 3 ｱﾄﾞﾙﾌ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾚﾙﾋｪ 木内 政雄 東京 安達 健 神奈川 14.2 13.0 65.8

13 RCh 優 92.8 1 ﾀﾞｺﾞｰ ﾌｫﾝ ｸﾞﾗﾝﾂ ﾌｪﾙﾄ 園原 信輝 栃木 大原 茂雄 福島 14.4 13.5 64.9

14 RCh 優 92.3 10 ｹﾞﾙﾓ ﾌｫﾝ ﾂｳﾞｧｲﾌﾞﾙｯｹﾝ 古澤 小百合 新潟 安達 富三 神奈川 14.4 12.0 65.9

15 RCh 優 91.9 11 ﾍﾞｯﾍﾟ ﾃﾞｯﾗ ｳﾞｪﾙｼﾞｵｰﾈ ｽﾎﾟﾙﾃｨｰｳﾞｧ 池部 敏市 神奈川 安達 健 神奈川 14.2 12.0 65.7

16 RCh 優 91.4 14 ｱﾝﾃﾞｨｰ ｵﾌﾞ ﾋﾞｰｽﾞ ｲﾝﾊﾟﾙｽ 矢野 麻衣子 栃木 矢野 麻衣子 栃木 14.4 14.6 62.4

17 RCh 優 90.7 12 ﾎﾟﾙﾃﾞｨｰ ｵﾌﾞ ｱｳﾄｻｲﾀﾞｰ 小川 晴夫 長野 小川 晴夫 長野 14.4 13.5 62.8

18 RCh 優 90.1 13 ﾔｰｺﾌﾞ ﾌｫﾝ ﾊﾞｲｺｰｿｳ ｿﾞｰﾝ 猪原 麻里子 神奈川 猪原 麻里子 神奈川 13.5 12.9 63.7

19 RCh 優 90.0 6 ﾎｰﾚ ﾌｫﾝ ﾂｳﾞｧｲﾌﾞﾙｯｹﾝ 横塚 寛 神奈川 安達 智子 神奈川 14.6 12.0 63.4

20 特良 87.5 15 ﾆｭｰﾄﾝ ｵﾌﾞ ｱｳﾄｻｲﾀﾞｰ 渡辺 亮 福島 渡辺 亮 福島 11.7 8.0 67.8

21 特良 82.8 25 ﾖﾙｶ ｵﾌﾞ ｱｳﾄｻｲﾀﾞｰ 平原 秀徳 埼玉 古海 正城 千葉 15.0 0.0 67.8

22 特良 82.5 7 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 14.6 12.0 55.9

23 特良 81.8 2 ﾎﾞｰｽｺ ﾃﾞｯﾗ ｳﾞｪﾙｼﾞｵｰﾈ ｽﾎﾟﾙﾃｨｰｳﾞｧ 小山 正春 神奈川 安達 富三 神奈川 14.2 8.0 59.6

24 特良 81.3 17 ｱﾝﾀﾚｽ ﾌｫﾝ ｼｭﾛｽ ﾗｲﾃﾝ 加藤 萬二 愛知 船江 雅子 愛知 14.0 0.0 67.3

25 特良 81.2 9 ｾｼﾙ ﾌｫﾝ ｸﾞﾗﾝﾂ ﾌｪﾙﾄ 谷口 利憲 石川 大原 茂雄 福島 14.6 12.5 54.1

26 34.5 5 ﾆｹ ｵﾌﾞ ｶｶﾞ ﾗｳﾞﾘｰ 堀井 裕章 茨城 堀井 裕章 茨城 12.0 0.0 22.5

27 29.2 8 ﾋﾞｱ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾛｯｸ 白石 多満美 栃木 池上 裕二 栃木 15.0 14.2 0.0

28 13.5 18 ﾃﾞｲﾙ ﾌｫﾝ ｸﾞﾗﾝﾂ ﾌｪﾙﾄ 園原 信輝 栃木 大原 茂雄 福島 13.5 0.0 0.0

29 0.0 21 ﾁｱﾘｰ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ﾌﾅｴ 土橋 真奈美 愛知 土橋 真奈美 愛知 0.0 0.0 0.0


