
第三会場 成績一覧 （ファイナル・セミファイナルの成績は別掲）
ﾀｲﾄﾙ 評価 ｾﾞｯｹﾝ 得点 犬種 登録番号 犬名 所有者 住所 指導手 住所

優 250 99.8 S 417344 ﾃﾞｭｰｸ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 髙島 孝幸 松井 義純
優 214 99.6 S 417571 ｲﾙﾐﾉ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾙｰ ﾌﾟﾚｲﾝ 和歌山 和歌山
優 208 99.5 S 421310 ｱﾗﾝ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 林 久子 兵庫 松岡 里砂 兵庫
優 261 99.5 S 413523 ｾｼﾙ ｵﾌﾞ ﾛｯｸﾊﾝﾄﾞ ｴｻｼ 菊池 洋 岩手 梅田 恭彦 岩手
優 287 99.5 S 422019 ｸﾗﾗ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 佐藤 瑛一 広島 二星 卓哉 広島
優 286 99.5 S 420758 ｻｸｾｽ ｵﾌﾞ ｴﾝﾄﾞﾄﾞﾝﾃｨｯｸ ｻｰｼﾞｪﾘｰ 塩見 聰 兵庫 山縣 忠義 広島
優 271 99.5 S 417301 ﾗｲｻﾞ ｵﾌﾞ ｱﾜｼﾞｱｲﾗﾝﾄﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ 中村 薫 広島 山縣 忠義 広島
優 264 99.5 S 421268 ﾄﾞﾝ ﾌｫﾑ ｱｲﾝｽ ｴｰﾍﾞﾝﾊｲﾄ 矢口 健治 茨城 矢口 健治 茨城
優 241 99.5 S 418553 ｱｷﾞﾗ ﾌｫﾝ ｷｭｰﾅｰ ﾍﾙﾄ 奈良 阿部 弘明 奈良
優 247 99.4 S 416827 ｹﾌｪｳｽ ﾌｫﾑ ｸﾞﾛｰｾ ﾍﾞｰｱ 川崎 大 群馬 須永 武博 群馬

Chg 優 216 99.3 S 418663 ｲｻﾞｰ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 田上 健 宮城 田上 健 宮城
Chg 優 232 99.3 S 416090 ﾈﾙﾀﾞ ﾌｫﾑ ﾃﾞｨｯｸ ﾍﾙﾄ 太田 忠芳 山形 太田 忠芳 山形
Chg 優 268 99.3 S 418071 ｸﾛﾃｨﾙﾄ ﾌｫﾑ ﾊｲﾒﾘﾋ 古海 正城 千葉 古海 正城 千葉
Chg 優 242 99.2 S 416474 ﾊﾞｰﾃﾞｨｰ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｰｽｼｭﾌﾟｰｧ 鹿糠 光男 岩手 松井 義純
Chg 優 279 99.2 S 416834 ｶﾘｰﾅ ﾌｫﾑ ｸﾞﾛｰｾ ﾍﾞｰｱ 武市 次信 徳島 山縣 忠義 広島
Chg 優 212 99.1 S 418110 ﾍﾞﾃｨｰ ｵﾌﾞ ｱﾜ ﾅｶﾆｼ 村橋 賢二 徳島 村橋 賢二 徳島
Chg 優 284 99.1 S 421312 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 優 217 99.0 S 414749 ｳﾞｨｰﾀ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ 酒井 増吉 兵庫 外和 信弘
Chg 優 235 99.0 S 411531 ｶｯｼｬ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ 伊藤 栄一 宮城 伊藤 栄一 宮城
Chg 優 263 99.0 S 414816 ｼｪﾘｰ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 宮野 勝夫 奈良 宮野 勝夫 奈良
Chg 優 219 98.8 S 414487 ｸｰ ﾌｫﾝ ﾜｶﾔﾏ ﾀｸﾗ 末吉 德実 大阪 時政 寿子 大阪
Chg 優 248 98.8 S 420546 ﾌｧｲﾄ ﾌｫﾝ ﾖﾅｺﾞ ｶﾜﾓﾄ 河本 弘文 鳥取 阿部 弘明 奈良
Chg 優 277 98.8 S 421185 ｴﾚﾅ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ﾍﾞｯｹﾝ 吉田 裕幸 秋田 吉田 裕幸 秋田
Chg 優 211 98.5 S 419612 ｶｼｵﾍﾟﾔ ｵﾌﾞ ｳｨｽﾞ ﾄｰﾗｽ 太田 智恵 三重 小森 薫 愛知
Chg 優 281 98.5 S 414018 ｶﾅﾝ ｵﾌﾞ ｸﾞﾗｽ ﾜｰﾙﾄﾞ 境 史雄 愛知 境 史雄 愛知
Chg 優 285 98.5 S 416931 ﾋﾟｭｰﾚ ﾌｫﾑ ﾈｰﾍﾞﾙ ﾄﾞﾙﾌ 坂元 正廣 鹿児島 開田 宏 熊本
Chg 優 206 98.4 S 421309 ｹｲﾄ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ 兵庫 嶋澤 純代 兵庫
Chg 優 245 98.4 S 410222 ﾉｴﾗ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 川本 徳美 北海道 大沼 由二 北海道
Chg 優 270 98.4 S 415084 ｿﾞﾙ ﾌｫﾝ ｸﾗﾝﾂ K. Y. 橋本 正義 広島 二星 卓哉 広島
Chg 優 220 98.3 S 418867 ﾊｲｼﾞ II ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ 松島 久嗣 福井 大森 弘士 京都
Chg 優 234 98.3 S 414013 ﾒｯｷｰ ｵﾌﾞ G.T.R 徳永 清美 島田 薫 栃木
Chg 優 273 98.3 S 419081 ﾃﾞﾗ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 鈴木 洋子 静岡 鈴木 洋子 静岡
Chg 優 280 98.2 S 410284 ｳﾞｧﾝ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 川野 静子 神奈川 川野 静子 神奈川
Chg 優 225 98.1 S 414766 ﾃﾞｨﾅ ﾌｫﾝ ｵｸｲﾖ ｼﾛｶﾜ 山口 山口
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Chg 優 243 98.0 S 411057 ﾕｯｶ ﾌｫﾝ ﾊﾁﾉﾍ ｻﾄｰ 木村 輝子 木村 輝子
Chg 優 269 98.0 S 415230 ﾊﾞｯｶｽ ﾌｫﾝ ｳﾞｧﾙﾃﾞｽ ﾍﾙﾂ 伊藤 佳子 秋田 今野 純 秋田
Chg 優 278 98.0 S 420355 ﾌﾚｱ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 岩木 和裕 広島 二星 卓哉 広島
Chg 優 262 97.9 S 420209 ｲﾝﾃﾞｨｰ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 三谷 博一 和歌山 三谷 博一 和歌山
Chg 優 236 97.6 S 408401 ﾘﾝｶﾝ ｵﾌﾞ ｽｰﾊﾟｰ ｸﾘｰｸ 駄場元 カズ子 滋賀 京都
Chg 優 221 97.5 S 422480 ｳﾞｧﾚﾘｵ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ 小林 素和 愛知 伊藤 賢一 愛知
Chg 優 283 97.5 S 414689 ﾎｰｸ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾙｰ ﾌﾟﾚｲﾝ 小坂 洋平 和歌山 藤谷 文明 和歌山
Chg 優 259 97.2 S 420761 ｺﾆｰ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｰｽｼｭﾌﾟｰｧ 吉田 しのぶ 広島 吉田 しのぶ 広島
Chg 優 276 97.2 S 416525 ｱﾝﾃﾞｨｰ ｵﾌﾞ ｴﾑｽﾞ A ﾚﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 飯島 恵子 北林 弥生
Chg 優 201 96.8 S 418551 ｱﾋﾟﾛ ﾌｫﾝ ｷｭｰﾅｰ ﾍﾙﾄ 山本 百合一 兵庫 嶋澤 純代 兵庫
Chg 優 237 96.7 S 414010 ﾏｲﾄ ｵﾌﾞ G.T.R 齋藤 高雄 埼玉 木村 夢乃 栃木
Chg 優 238 96.6 S 415606 ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾌｫﾝ ｸﾞﾘｭｯｸｽﾀｰｸ 多賀 徹 広島 多賀 徹 広島
Chg 優 222 96.4 S 418922 ﾌｨｶﾞﾛｰ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ 小林 洋子 愛知 小林 洋子 愛知
Chg 優 213 96.2 S 421026 ﾍﾞﾙﾅ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ 松田 亜紀 埼玉 松田 亜紀 埼玉
Chg 優 244 96.0 S 414017 ｶｲﾄ ｵﾌﾞ ｸﾞﾗｽ ﾜｰﾙﾄﾞ 柴垣 光子 香川 今村 博美 広島
Chg 優 257 96.0 S 420608 ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ ｵﾌﾞ ｻﾗ ﾛﾌﾞｽﾀ 篠原 政幸 千葉 篠原 政幸 千葉
Chg 優 204 95.9 S 416242 ｴﾙﾓ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 小林 素和 愛知 山田 侑里 愛知
Chg 優 252 95.1 S 413313 ﾍﾞﾙ ｵﾌﾞ ﾆｭｰ ｽﾌｨｰﾀﾞ 藤岡 めぐみ 秋田 梅田 恭彦 岩手
Chg 優 251 95.0 S 407516 ｵﾘｰ ﾌｫﾝ ｸﾉｰｿｳ 海野 さち子 静岡 海野 さち子 静岡
RCh 優 209 93.7 S 415914 ｱｰｻｰ ﾌｫﾝ ﾊｳｽ ｸｾﾆｴ 山本 明子 大阪 山本 明子 大阪
RCh 優 230 93.6 S 410174 ｵﾃﾞｨﾈ ﾌｫﾝ ｸﾗｲﾝ 竹村 勇一 秋田 竹村 勇一 秋田
RCh 優 233 92.1 S 418764 ｴｳﾞｧﾙﾄ ﾌｫﾝ ﾄﾁｷﾞ H. ｹﾝ 岩井 智二 栃木 岩政 真理 岐阜
RCh 優 274 91.2 S 417050 ｴﾘｰ ｵﾌﾞ ｳｨﾝﾄﾞ ﾌﾛﾑ ｻｻﾞﾝ ｼｰ 藤本 芳成 兵庫 藤本 芳成 兵庫
RCh 優 256 90.6 S 422824 ﾆｰﾙ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 入江 史典 茨城 関本 幹人 栃木
RCh 優 228 90.5 S 410378 ｶﾘｰﾅ ﾌｫﾝ ｸﾞﾘｭｯｸｽﾀｰｸ 吉永 由紀子 山口 吉永 由紀子 山口
RCh 優 205 90.0 S 421350 ﾘｭｰｸ ｵﾌﾞ ｼﾙｳﾞｧｰ ﾖｼﾐ 村里 一史 三重 神田 まるみ 広島
RCh 優 267 90.0 L 66091 ﾊｲﾏﾝ ｵﾌﾞ ﾏｲ ﾊﾋﾟﾈｽ 鈴木 徳浩 千葉 鈴木 徳浩 千葉

特良 275 88.3 S 417225 ｸｾﾆｱ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ﾁﾊﾞ ｼﾗﾀ 山口 京子 千葉 山口 京子 千葉
特良 255 87.7 S 421083 ﾍﾞｱﾄﾘｽ ﾌｫﾝ ｷｭｰﾅｰ ﾍﾙﾄ 榛葉 諭司 静岡 榛葉 諭司 静岡
特良 254 86.2 S 416755 ｶｽﾃﾗ ｵﾌﾞ ｻﾗ ﾛﾌﾞｽﾀ 菅原 恭子 茨城 菅原 恭子 茨城
特良 229 83.5 S 407518 ｵｰﾗ ﾌｫﾝ ｸﾉｰｿｳ 細野 優子 細野 優子

239 52.1 S 419109 ﾍﾞﾙ ｵﾌﾞ ｽﾏｰﾄ ﾁｬｲﾙﾄﾞ 谷 一孝 岐阜 湊 臣正 岐阜
223 40.2 S 418381 ｸｨｰﾝ ｵﾌﾞ ｴﾝﾄﾞﾄﾞﾝﾃｨｯｸ ｻｰｼﾞｪﾘｰ 中島 清次 奈良 南 大樹 奈良
226 39.7 S 416477 ﾌﾞﾚｽ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｰｽｼｭﾌﾟｰｧ 岩倉 和枝 鳥取 岩倉 和枝 鳥取
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266 37.0 S 420524 ｵｰﾃﾞｨﾝ ｵﾌﾞ ｱｳﾄｻｲﾀﾞｰ 埼玉 埼玉
215 34.1 S 413149 ｽｶｰﾚｯﾄ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ 久保 郁江 兵庫 八木 紀一 兵庫
227 31.5 S 418313 ﾕｰﾄ ﾌｫﾝ ｸｼﾗ ﾑﾗｶﾐ 光橋 繁光 大分 光橋 繁光 大分
258 29.0 S 413489 ｸﾞﾚｰｼｬｰ ｵﾌﾞ ﾁﾊﾞ ﾎﾞｯｸｽﾄｩﾘｰ 髙野 哲一 静岡 髙野 哲一 静岡
210 24.0 S 418766 ｴﾐﾘｰ ﾌｫﾝ ﾄﾁｷﾞ H. ｹﾝ 松山 英一 此経 友美 栃木
207 22.6 S 421029 ﾌｪｽﾀ ｵﾌﾞ ｳｴｽﾄ ｱｼﾀﾞ 糟谷 直子 愛知 小林 玄太 愛知
260 21.8 S 414060 ｱﾏﾝﾀﾞ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ﾛｰｻﾞ 小野 徹 滋賀 南波 大二郎 愛知
265 20.0 S 408944 ｵﾃﾞｯﾄ ｵﾌﾞ ｱｳﾄｻｲﾀﾞｰ 福島 晶子 茨城 福島 晶子 茨城
218 19.5 S 419221 ｵﾙﾄ ｵﾌﾞ ｲｰｽﾄ ﾏｳﾝﾃﾝ 東山 勲 石川 大阪
203 16.6 S 415715 ｼﾞｪｰﾝ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ﾜﾝ 石田 三也 栃木 池上 裕二 栃木
224 14.8 D 67163 ｴﾝﾍﾟﾗｰ ｵﾌﾞ ﾑｰﾝ ﾃﾞｻﾞｰﾄ 髙橋 五月 千葉 髙橋 五月 千葉
240 10.0 S 416243 ｴﾐﾙ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 京都 藏 ひろみ 京都
249 10.0 S 415478 ｵﾊﾟｰﾙ ｵﾌﾞ ｴﾝﾄﾞﾄﾞﾝﾃｨｯｸ ｻｰｼﾞｪﾘｰ 浅見 行助 埼玉 浅見 行助 埼玉
253 10.0 S 420352 ﾌｨｰﾙ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 岡 祐一郎 岡山 岡 祐一郎 岡山
272 8.0 S 416833 ｶﾛﾝ ﾌｫﾑ ｸﾞﾛｰｾ ﾍﾞｰｱ 鈴木 宏幸 静岡 鈴木 宏幸 静岡
282 7.3 S 422901 ｸﾗﾑ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ 酒井 増吉 兵庫 横山 亮介
231 3.0 S 416883 ｲﾙﾏ ﾌｫﾑ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ｶｲｻﾞｰ 八木 幸雄 大阪 坂下 満 大阪


