
全日本服従訓練競技大会 成績一覧
《アマⅠ部》

審査員 ： 吉田（耕）

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 99.8 141 ｼﾞｭﾘｰ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ M. O. 西村 外茂次 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓｼﾞ 石川 西村 外茂次 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓｼﾞ 石川

2位 99.7 145 ﾃﾞｲｼﾞｰ ｵﾌﾞ ｻﾗ ﾛﾌﾞｽﾀ 元井 千恵美 ﾓﾄｲ ﾁｴﾐ 千葉 元井 千恵美 ﾓﾄｲ ﾁｴﾐ 千葉

2位 99.7 128 (ﾋﾟｸﾆｯｸ ﾌｧｲｱﾌﾗｲ) ﾗｯｷｰ ｴｰｽ 太田 茂 ｵｵﾀ ｼｹﾞﾙ 大阪 太田 栄子 ｵｵﾀ ｴｲｺ 大阪

4位 99.6 130 ﾔｰｺﾌﾞ ﾌｫﾝ ﾊﾞｲｺｰｿｳ ｿﾞｰﾝ 猪原 麻里子 ｲﾉﾊﾗ ﾏﾘｺ 神奈川 猪原 麻里子 ｲﾉﾊﾗ ﾏﾘｺ 神奈川

5位 99.5 139 ｵﾘｰ ﾌｫﾝ ﾋﾞﾙﾀﾞｰ 田浦 清則 ﾀｳﾗ ｷﾖﾉﾘ 埼玉 田浦 清則 ﾀｳﾗ ｷﾖﾉﾘ 埼玉

Chg 99.3 131 (ﾘｯﾁﾌｨｰﾙﾄﾞ) ｲｰﾌｧ 加藤 友香 長野 加藤 友香 長野

Chg 99.2 125 ｸﾗﾌﾄ ｵﾌﾞ ﾌｫﾝ ｳﾞｪﾘﾃ 伊藤 尚孝 神奈川 伊藤 尚孝 神奈川

Chg 99.1 143 ｺﾝﾄﾞﾙ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ 前田 浩見 大阪 前田 浩見 大阪

Chg 98.8 136 ﾋﾞｽﾏﾙｸ ﾌｫﾑ ｸﾞﾛｰｽ ｳﾞｪｰｸ 中山 松比古 兵庫 中山 松比古 兵庫

Chg 98.7 147 ｵﾌｪﾘｱ ﾌｫﾝ ﾁﾊﾞ ｴﾋﾞﾊﾗｿｳ 増田 聖真 静岡 増田 聖真 静岡

Chg 98.6 138 ｶﾉﾝ ｵﾌﾞ ﾗｲｽ ｸﾞﾚｲｽ 飯島 恵子 長野 飯島 恵子 長野

Chg 98.5 132 ﾋﾞｭｰﾃｨｰ ｵﾌﾞ ﾘｱﾙ ﾎﾞｸｻｰ 郷司 敏幸 大阪 郷司 敏幸 大阪

Chg 98.2 122 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 長野 飯島 恵子 長野

Chg 98 129 ｱﾝﾋﾞｼｮﾝ ﾌｫﾝ ﾒﾙﾍﾝｳﾞｪﾙﾄ 雨田 克子 大阪 雨田 克子 大阪

Chg 98 126 ﾎｲｯﾄﾆｰ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ 内山 栄蔵 長野 内山 栄蔵 長野

Chg 97.9 123 (ｲﾁｵ M.I.M.) ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ 池田 美和子 愛知 池田 美和子 愛知

Chg 97.7 137 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

Chg 97.5 134 ﾌﾞﾗｰﾑｽ ｵﾌﾞ ﾗｲｽ ｸﾞﾚｲｽ 倉澤 庸之 長野 倉澤 庸之 長野

Chg 97.5 124 ｸﾞﾚｲｼｰ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ 大橋 小夜子 愛知 大橋 小夜子 愛知

Chg 96.9 135 ｱﾝｼﾞｪﾛ ﾌｫﾝ ﾄﾖﾀ ﾜﾝﾀﾙ 塚本 俊江 愛知 塚本 俊江 愛知

Chg 96.8 144 ｱﾘｽ ｵﾌﾞ ｱﾆｰﾀ ﾜｰﾙﾄﾞ 庄司 一宏 岡山 庄司 一宏 岡山

Chg 95.8 140 ｱｷﾑ ﾌｫﾝ ﾃﾞﾝ ｱｳｸｴﾌﾟﾌｪﾙ 西山 由紀 兵庫 西山 由紀 兵庫

Chg 95.7 146 ｳﾀ ﾌｫﾝ ﾜｶﾐ ｼﾝﾄﾞｰ 小林 康一 長野 小林 康一 長野

Chg 95.5 133 ﾊﾟﾃｨｰ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ 桂川 まゆみ 長野 桂川 まゆみ 長野

Chg 95.2 127 (ｷﾘｺｽﾞ) ﾌﾞﾙｰ ﾓｰﾒﾝﾄ 小田 京子 奈良 小田 京子 奈良

RCh 93.8 142 ﾘﾀ ｵﾌﾞ ﾌｫﾚｽﾄ ｱｰﾃﾞﾝ 山中 尚美 神奈川 山中 尚美 神奈川


