
全日本服従訓練競技大会 成績一覧
《プロⅡ部》

審査員 ： 梅村

成績 得点 ｾﾞｯｹﾝ 犬　　　名 犬種 性別 所有者 指導手

優勝 97.9 33 ｼﾞｪﾆｰ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ S ﾒｽ 府川 雅世 安達 智子

第二位 97.1 20 ｼﾞｭﾘｱｽ ﾌｫﾝ ｼｭﾃﾙﾝ ｳﾞｨﾝﾀｧ S 牡 高橋 誠 梅田 恭彦

第三位 97 41 ｷｬｯｼｰ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾒｸﾞ ﾊｳｽ A ﾒｽ 上中 昇 船江 雅子

第四位 96.4 35 ﾃﾞﾙﾌﾟ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ S 牡 海野 直子 森尻 絢菜

第五位 96 23 ﾍﾞﾙ ｵﾌﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾌｫﾚｽﾄ L ﾒｽ 田伏 和子 田伏 和子

第六位 95.8 38 ｴｸﾞﾏｰﾙ ｵﾌﾞ ﾛｯｸﾊﾝﾄﾞ ｴｻｼ S 牡 西野 みゆき 梅田 恭彦

第七位 95.7 22 ﾍﾟﾄﾞﾛ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｶｳﾁ S 牡 瀧澤 麗子 岸本 知雄

第八位 95 30 ﾔﾊﾄ ﾌｫﾝ ﾏﾝﾖｰｿｳ S ﾒｽ 高山 亘 高山 亘

第九位 94.1 37 ﾊｰﾄﾞ ｳｨﾝ ｸﾞﾘｺ A ﾒｽ 上松 陽光 安達 智子

第十位 93.9 24 ｺﾘｰﾇ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ L ﾒｽ 越川 尚男 安達 智子

RCｈ 93.8 40 ｸｳﾞｧﾝﾃﾞ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ S ﾒｽ 小野寺 弘 岩政 真理

RCｈ 92.6 34 ﾊﾞﾄｶﾞｰ ｵﾌﾞ M2 ﾌｨｰﾙﾄﾞ S 牡 山口 哲也 小松﨑 大貴

RCｈ 92.5 18 ｳﾞｨｰﾅｽ ｵﾌﾞ ﾖｺﾊﾏ ｼﾞｭｳﾞｨﾅｲﾙ A ﾒｽ 池部 敏市 安達 健

RCｈ 92.5 32 ﾕﾘｱ II ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｶｳﾁ S ﾒｽ 村上 龍 藤田 智奈

RCｈ 92.5 42 ｳﾀ ｵﾌﾞ ﾊｯﾋﾟｰ ﾌﾗｯﾄ L ﾒｽ 塚原 雄器 安達 智子

RCｈ 92.4 21 ﾊｰﾄﾞ ｳｨﾝ G-ｻﾗ A ﾒｽ 木村 和子 安達 健

RCｈ 92.2 27 ｼｬﾈﾙ ｵﾌﾞ ﾆｭｰ ｽﾌｨｰﾀﾞ S 牡 藤岡 めぐみ 梅田 恭彦

RCｈ 90 26 ｸｻﾝﾄｩｽ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｪﾙｼｭﾀﾝﾄﾊｲﾑ S 牡 堀内 壽子 稲留 航大

敢闘賞 87 36 ｳﾙｳﾞｨﾅ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｶｳﾁ S ﾒｽ 金子 正雄 岸本 知雄

敢闘賞 81.7 54 ｱﾝｻﾞ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ S ﾒｽ 山岡 みな子 音喜多 雅

敢闘賞 79.7 29 ﾘﾘｰ ﾌｫﾝ ﾄｰｷｮｰ ｼｹﾞﾙ S ﾒｽ 魚住 由美子 安達 智子

敢闘賞 76.4 19 ｶｰﾚ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾗｲﾋｪﾝ ｳﾞｨｰｾﾞ S ﾒｽ 安達 俊夫 安達 智子

敢闘賞 74.7 28 ﾄﾗｼﾞﾛ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｪﾙｼｭﾀﾝﾄﾊｲﾑ S 牡 堀内 壽子 甲斐 美和子

敢闘賞 71.7 25 ﾌﾟﾘﾈ ｵﾌﾞ S. ｳｲｽﾀﾘｱ S ﾒｽ 安達 俊夫 森尻 絢菜


