
≪ 臭 気 選 別 の 部 ≫

順位 評価 得点 ｾﾞｯｹﾝ 犬　名 所有者 指導手 都道府県 東西

1位 優 200 103 ﾊｯﾋﾟｰ ｵﾌﾞ ﾁﾊﾞ ﾎﾞｯｸｽﾄｩﾘｰ 堀内 辰夫 堀内 辰夫 茨城 東

2位 優 200 244 ｱﾙﾌﾟｽ (ｵﾌﾞ ｷﾞﾌｲﾏｵ) 小林 洋子 小林 洋子 愛知 西

3位 優 200 3 (ｴｽﾍﾟﾗﾝﾄ) ｼﾞｬｯｸ ｱﾄ ﾏｲ ﾊｰﾄ 朝重 純代 朝重 純代 千葉 東

4位 優 200 128 ｺｽﾄﾍﾞﾗ ﾌｫﾑ ﾗｲﾄﾏﾝ 安田 育煕 中井 善雄 京都 西

5位 優 200 152 ﾌｧﾑ ﾌｧﾀｰﾙ ｵﾌﾞ ｻﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾊﾞｳﾑ 小林 洋子 小林 洋子 愛知 西

6位 優 200 236 ｸﾞﾚﾝﾊﾟﾄﾘｯｸ ｲｽﾗ 田中 満隆 徳永 達実 愛媛 西

7位 優 200 117 ｶﾞｯﾌｨ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 小野寺 弘 小野寺 弘 岩手 東

8位 優 196 104 ﾕﾝﾀ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 中尾 薫 八木 美穂 兵庫 西

8位 優 196 110 ｲｯｼｰ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ 寺嶋 剛 碇 良博 三重 西

8位 優 196 154 ﾌﾛｰﾘ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ 村津 晴司 嶋澤 純代 兵庫 西

優 192 29 ｱﾄﾞﾙﾌ ﾌｫﾝ ﾋﾝﾒﾙﾌﾞﾗｳ 福田 正俊 堀内 壽子 埼玉 東

優 192 46 ｷﾞﾝｶﾞ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ 小林 洋子 山田 侑里 愛知 西

優 192 101 ｴﾋﾞｱﾝ (ｵﾌﾞ ｸﾞﾝﾏ ﾑﾗｷ) 小楠 真由美 里川 ひろみ 埼玉 東

優 192 119 ﾗﾔｰ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｪﾙｼｭﾀﾝﾄﾊｲﾑ 堀内 壽子 堀内 壽子 埼玉 東

優 192 136 ｶﾝﾅ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ 寺内 早苗 寺内 早苗 滋賀 西

優 192 138 ｱﾗﾍﾞｽｶｰﾄ ｵﾌﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 林 正典 田伏 和子 和歌山 西

優 192 140 ｽｰ ｵﾌﾞ ﾋﾞｯｸﾞ ﾛｰﾄﾞ 西野 惠子 西野 惠子 山口 西

優 192 209 ｲｪｯｼｰ ﾌｫﾝ ﾊﾞｲｺｰｿｳ ｿﾞｰﾝ 北野 和子 北野 和子 千葉 東

優 192 215 ﾍﾞﾙ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ 堀内 辰夫 堀内 辰夫 茨城 東

優 192 216 ｲｪﾘｱ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ 三浦 惠美 松村 聡美 愛知 西

優 192 219 ｱﾘｰｱ ｵﾌﾞ ｻｳｽ ｽﾀｰ 山口 正 山口 正 神奈川 東

優 192 224 ｳﾙﾃｨﾏ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 寺内 早苗 寺内 早苗 滋賀 西

優 192 234 ﾊｯﾋﾟｰ ｵﾌﾞ ﾌｪｱ ｳｨﾝﾄﾞ 足立 輝雄 時政 寿子 奈良 西

優 191 115 ｱﾙﾃｨﾏ ｵﾌﾞ ﾄｰﾀｽ ﾏｳﾝﾃﾝ 山口 さつき 山口 さつき 神奈川 東

優 191 238 ｱﾘｽ ｵﾌﾞ ｼﾏﾅﾐ ﾎﾝﾘｭｰｿｳ 黒田 明 藏 ひろみ 京都 西

優 187 32 ｴﾄﾞﾑﾝﾄ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ 浜浦 義一 嶋澤 純代 兵庫 西

優 187 146 ﾃｽ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ 佐藤 俊彦 小林 玄太 愛知 西

優 185 27 ﾄｰﾏｽ ｵﾌﾞ ﾌｫﾝ ｳﾞｪﾘﾃ 新宮 博文 松田 亜紀 埼玉 東

優 185 107 ｲｯｼ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｼｽﾞｵｶ 神戸 裕司 神戸 裕司 静岡 東

優 185 114 ｲﾘｺ ｵﾌﾞ ﾄｰﾀｽ ﾏｳﾝﾃﾝ 亀山 伸二 亀山 伸二 香川 西

優 185 116 ﾊﾞﾆｰ ｵﾌﾞ ｼﾏﾅﾐ ﾎﾝﾘｭｰｿｳ 豊島 隆司 徳永 達実 愛媛 西

優 185 130 ｱﾝｼﾞｭ ﾌｫﾝ ｴｰｳﾞｨｹﾞｽ ｸﾞﾘｭｯｸ 吉永 由紀子 吉永 由紀子 山口 西

優 185 240 ｼﾞｬｽﾐﾝ ｵﾌﾞ ﾌｪｱ ｳｨﾝﾄﾞ 宮崎 由妃 杉山 由記子 愛知 西

優 184 33 ｱﾗﾑｰﾄ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ 磯部 靖宏 松田 亜紀 埼玉 東

優 183 124 ｱﾘｽ ﾌｫﾝ ｲﾖ ｾｲｽｲｿｳ 一色 章二 徳永 達実 愛媛 西

優 182 17 X-ｶﾞｲｱｽ (ｵﾌﾞ H. ﾊｲ ﾌｨｰﾙﾄﾞ) 山尾 伸子 山尾 伸子 神奈川 東

優 181 205 ﾊﾞｼﾞﾙ ｵﾌﾞ ｸﾗﾗ ﾊｳｽ 古宮 祥貴 市川 久実 千葉 東

優 181 218 ｲｳﾞ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ M. I. D. 隈元 義博 亀重 良三 兵庫 西
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特良 179 223 ﾍﾟｷﾞｰ ﾌｫﾝ ｳｴｽﾄ ﾏｳﾝﾃﾝ 藤井 雅也 里川 ひろみ 埼玉 東

特良 177 211 ﾌﾛｰｳﾞｧ ｵﾌﾞ S. ｳｲｽﾀﾘｱ 鈴木 美貴子 鈴木 美貴子 神奈川 東

良 150 19 ｱﾃﾞｨｰ ｵﾌﾞ J ﾀﾞｲｱﾝｻｽ 斉藤 有希子 佐藤 真貴子 埼玉 東

良 150 21 ﾔｰﾃﾞ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｼｽﾞｵｶ 坂本 昌代 坂本 昌代 静岡 東

良 150 26 ｾﾚﾌﾞ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ 小林 洋子 小林 洋子 愛知 西

良 150 226 ﾍﾞｴﾃｨｰ ｵﾌﾞ ﾔﾏﾄ ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ ｻﾝ 西野 惠子 西野 惠子 山口 西

110 1 ｻﾞﾗﾃﾞｨﾝ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｪﾙｼｭﾀﾝﾄﾊｲﾑ 平野 裕二 甲斐 美和子 埼玉 東

110 4 ﾌｼﾞｻﾝ ｵﾌﾞ ﾄｰﾀｽ ﾏｳﾝﾃﾝ 肥谷 里子 亀山 伸二 香川 西

110 28 ﾕﾝｶｰ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ 花尻 好司 嶋澤 純代 三重 西

110 108 ﾎﾞﾆｰ ｵﾌﾞ ﾗｲﾑ ｼﾞｭｴﾙ 大南 雅弘 岡野 健史 京都 西

110 109 ﾍﾞﾘｰ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄ ﾍﾟﾌﾞﾙ 野口 治子 野口 治子 神奈川 東

110 111 ﾃﾞｲｼﾞｰ ｵﾌﾞ ｻﾗ ﾛﾌﾞｽﾀ 元井 千恵美 元井 千恵美 千葉 東

110 207 ｷｬﾝﾃﾞｨ ﾌｫﾝ ﾋﾝﾒﾙﾌﾞﾗｳ 松浦 哲也 松浦 哲也 千葉 東

110 221 ｻ ｴ ﾗ ｼﾞﾝｼﾞｬｰ II 野田谷 洋子 杉田 忍 千葉 東

106 36 ｲﾙﾓ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ M. I. D. 西尾 素実 嶋澤 純代 兵庫 西

106 248 ｸﾘｯｼｰ (ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾋﾙ ﾅﾝﾖ) 谷口 丈二 河野 政德 愛媛 西

102 113 ﾌｭｶｽ (ｵﾌﾞ ｸﾞﾝﾏ ﾑﾗｷ) 小楠 真由美 里川 ひろみ 埼玉 東

102 208 ｵｰﾄﾞﾘｰ ｵﾌﾞ ｱｽｶ ﾒﾓﾘｰ 南平 順子 南平 順子 奈良 西

102 252 ｱﾘｼｱ ｵﾌﾞ ﾏｲ ﾊﾋﾟﾈｽ 黒田 明 黒田 明 京都 西

100 18 B-ｼﾘｳｽ ｵﾌﾞ ﾍﾞｰｼｽ ﾗﾝﾄﾞ 平田 千香子 佐野 真理子 大阪 西

100 213 ﾕﾘｱ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｼｽﾞｵｶ 白坂 壽恵 白坂 壽恵 静岡 東

100 214 ｵﾙｶﾞ ﾌｫﾑ ﾊｲﾃﾞﾝｼｭﾊﾟｰｽ 宮田 聖美 宮田 聖美 高知 西

100 225 ｱﾄﾞﾆｱ (ｵﾌﾞ ﾑｻｼ ｼﾞｬﾊﾟﾝ) 山岡 みな子 外和 信弘 青森 東

87 7 ｽｳｨｰﾄ ｺﾃｰｼﾞ ﾌﾟﾘﾝｽ 川上 順利 川上 順利 千葉 東

87 30 ｱﾐﾀﾞ ｵﾌﾞ ﾖﾓｷﾞ ﾊｳｽ 増田 曉美 神田 まるみ 広島 西

87 40 ﾍﾞﾝｼﾞｰ ｵﾌﾞ ｼﾏﾅﾐ ﾎﾝﾘｭｰｿｳ 小林 洋子 小林 素和 愛知 西

85 14 ﾔｰﾙ ﾌｫﾑ ﾗｲﾄﾏﾝ 青原 恭弘 青原 依意子 和歌山 西

85 25 ﾅｯﾂ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｼｽﾞｵｶ 大村 由美子 山田 多絵 静岡 東

85 105 ｸﾘｵ (ｵﾌﾞ ﾁｮｰｶｲ ﾏｳﾝﾃﾝ) 池田 美子 村山 美樹 秋田 東

85 121 ｸﾗﾗ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ﾋﾙﾏﾝ 茂木 康三郎 杉田 竜馬 千葉 東

85 123 ﾆﾆ ﾌｫﾝ Y.S. ｲｾｻｷ 松浦 哲也 松浦 哲也 千葉 東

85 125 ﾊﾞﾙﾅｰ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ R.A. 山口 正 山口 正 神奈川 東

85 134 ﾌﾞﾛﾝﾃ ｵﾌﾞ M.A. ﾁｬｲﾙﾄﾞ 平岩 利己 山田 侑里 愛知 西

85 148 ｷﾘｶ ﾌｫﾑ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ｶｲｻﾞｰ 神田 まるみ 神田 まるみ 広島 西

85 201 ﾋﾙﾀﾞ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｼｽﾞｵｶ 神戸 裕司 山田 多絵 静岡 東

85 203 ｺｰﾃﾞﾘｱ ﾌｫﾝ ﾘｮｰ ｱｵｲ 小野寺 弘 小野寺 弘 岩手 東

75 9 ｺﾝﾄﾞﾙ ｵﾌﾞ L ｱﾝﾄﾞ J 二宮 小百合 二宮 小百合 茨城 東

10 5 ｱｸｾﾙ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ R.A. 山口 正 山口 正 神奈川 東

10 23 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ｱﾄﾞﾆｽ (ｵﾌﾞ ﾊｶﾀ ﾌｨｰﾙﾄﾞ) 川上 順利 川上 順利 千葉 東

10 127 (ｱｰﾊﾞﾝ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ) ｶﾙﾐｱ 福岡 義昭 杉田 忍 千葉 東

10 217 ｴﾘｰ (ｵﾌﾞ ﾌﾟﾘﾏ ﾄﾞﾝﾅ) 河島 誠 松田 亜紀 埼玉 東

0 20 ｱｸｾﾙ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆｨ ｽﾀｰ 安藤 香代子 保居 円香 京都 西


