
全日本服従訓練競技大会 成績一覧
≪プロⅡ部 順位決定戦≫

審査員：(特)小林 素和

成績 得点 ｾﾞｯｹﾝ 犬名 犬種 性別 所有者 指導手
優勝 98.7 44 ﾄﾞﾘｰﾑ ｶﾞｰﾙ ｵﾌﾞ ﾊｯﾋﾟｰ ｻﾌﾟﾗｲｽﾞ L ﾒｽ 安藤 香代子 保居 円香
第2席 98.3 24 ﾙﾅ ｵﾌﾞ ﾖｺﾊﾏ ｼﾞｭｳﾞｨﾅｲﾙ A ﾒｽ 小野 隆之 安達 健
第3席 97.6 17 ｱﾘｽ ｵﾌﾞ ﾋﾞｯｸﾞ ﾛｰﾄﾞ L ﾒｽ 藤飯 加代 保居 宏
第4席 97.3 51 ｱﾃﾞｨｰ ｵﾌﾞ ﾋﾞｰﾍﾟﾗ ｶｺｶﾞﾜ L 牡 山本 博文 川口 哲央
第5席 93.2 41 ｱﾙﾌｨ ﾌｫﾑ R ﾌﾟﾗｽ S ﾒｽ 辻 理香 西 孝俊
第６席 76.5 27 (ﾑｰﾝ ｼｬﾄﾞｰ) ﾀﾝﾄ G ﾒｽ 笹川 のせ子 西 孝俊



全日本服従訓練競技大会 成績一覧
≪プロⅡ部 A≫

審査員：梅村 充

成績 得点 ｾﾞｯｹﾝ 犬名 犬種 性別 所有者 指導手
99.1 24 ﾙﾅ ｵﾌﾞ ﾖｺﾊﾏ ｼﾞｭｳﾞｨﾅｲﾙ A ﾒｽ 小野 隆之 安達 健

99 17 ｱﾘｽ ｵﾌﾞ ﾋﾞｯｸﾞ ﾛｰﾄﾞ L ﾒｽ 藤飯 加代 保居 宏
98.6 27 (ﾑｰﾝ ｼｬﾄﾞｰ) ﾀﾝﾄ G ﾒｽ 笹川 のせ子 西 孝俊

Chg 98.4 32 (ﾄﾚｼﾞｬｰ ｼｯﾌﾟ ｱｵｲ) ﾐﾛ D 牡 日置 千春 松味 沙穂里
Chg 97.6 14 ｸﾙﾄ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ S 牡 山内 昌靖 藤原 裕子
Chg 97.3 15 ﾌﾘｰｼﾞｱ ｵﾌﾞ ﾋﾞｸﾄﾘｰ ﾁｬｰﾑ L ﾒｽ 飯島 恵子 北林 弥生
Chg 96.9 22 ﾌﾟﾘﾈ ｵﾌﾞ S. ｳｲｽﾀﾘｱ S ﾒｽ 安達 俊夫 相田 亮
Chg 96.9 28 ﾀﾞｯｺ ﾌｫﾝ ｶﾘﾕｼ ﾁｮｰｺｳ S ﾒｽ 野沢 正芳 野沢 正芳
Chg 96.8 19 ｸｳﾞｨﾗｰ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ S 牡 杉浦 成力 岩政 真理
Chg 96.6 34 ﾓﾐｼﾞ ｵﾌﾞ ﾌｸｲ ｼｬｲﾆﾝｸﾞｽﾀｰ L ﾒｽ 伊吹 美幸 百田 千穂
Chg 96.4 21 ｴｯｸｽ II ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ S 牡 外和 信弘 外和 信弘
Chg 96.2 16 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
Chg 96 23 ﾋﾒﾅ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ L ﾒｽ 小林 洋子 吉川 ひかり
Chg 95.6 26 ｼﾞﾙﾀﾞ ﾃﾞﾙ ﾒﾃﾞｨﾃｯﾗｰﾈｵ S ﾒｽ 弓場 裕加 弓場 裕加
Chg 95.5 13 ｱｸｾﾙ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆｨ ｽﾀｰ L 牡 安藤 香代子 保居 円香
Chg 95 33 ﾎﾞﾄﾞｰ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ｳﾞｧﾝﾀﾞｰﾌｧﾙｹﾝ S 牡 船江 勝輔 船江 雅子
RCh 93.3 20 ｱｽｶ ｵﾌﾞ ｽｽﾞﾗﾝ T.H. L ﾒｽ 山口 正 安達 健
RCh 92.9 29 ｶｰﾗ ｵﾌﾞ S. ｳｲｽﾀﾘｱ S ﾒｽ 平本 敦子 百田 千穂
RCh 92.7 31 ｶﾞﾙﾑ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ S 牡 外和 信弘 齋藤 千加
RCh 90.2 18 ｸﾞﾚｰｽ ﾐﾗﾝ ﾌｫﾝ ﾊﾔｸﾆｿｳ S ﾒｽ 林 久子 松岡 里砂
RCh 90 25 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ ﾌｫﾑ ｳﾞｧﾙﾈﾐｭﾝﾀﾞｰ ﾑｰｱｶﾞｲｽﾄS 牡 小松 大亮 松本 浩
敢闘賞 81.5 30 ﾏﾘｱ ﾌｫﾝ ｺﾞｵｰﾄﾞ ｱｲﾗﾝﾄﾞ G ﾒｽ 佐々木 光義 安達 智子

決戦
出場



全日本服従訓練競技大会 成績一覧
≪プロⅡ部 B≫

審査員：（特）西垣　堅志

成績 得点 ｾﾞｯｹﾝ 犬名 犬種 性別 所有者 指導手
99.1 44 ﾄﾞﾘｰﾑ ｶﾞｰﾙ ｵﾌﾞ ﾊｯﾋﾟｰ ｻﾌﾟﾗｲｽﾞ L ﾒｽ 安藤 香代子 保居 円香

99 51 ｱﾃﾞｨｰ ｵﾌﾞ ﾋﾞｰﾍﾟﾗ ｶｺｶﾞﾜ L 牡 山本 博文 川口 哲央
96.4 41 ｱﾙﾌｨ ﾌｫﾑ R ﾌﾟﾗｽ S ﾒｽ 辻 理香 西 孝俊

Chg 95.7 43 ｵｲﾘｯﾋ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｲｾ S 牡 鈴木 徹 藤原 裕子
Chg 95.1 42 ｸﾆﾍﾞﾙﾀ ｵﾌﾞ ﾏｲ ﾊﾋﾟﾈｽ S ﾒｽ 加藤 百合子 白藤 貞治
RCｈ 94.4 54 ﾐﾛ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ S 牡 嘉瀬井 昌生 嘉瀬井 昌生
RCｈ 93.9 38 ﾁｪﾘｰ ｵﾌﾞ ﾗｯｷｰ ｳｪｰﾌﾞ L ﾒｽ 松岡 里砂 松味 沙穂里
RCｈ 93.4 47 ｳﾞｧﾙﾄﾞﾗﾝ ｵﾌﾞ S. ｳｲｽﾀﾘｱ S ﾒｽ 外和 信弘 齋藤 千加
RCｈ 93 50 ｱｰﾘｴ ﾌｫﾑ ﾛｰﾚﾝｽ ｶﾞﾙﾃﾝ S ﾒｽ 中野 清美 北林 弥生
RCｈ 92.8 46 ﾋﾞｼｭﾗ ﾁｴ ｵﾌﾞ ﾌｫﾚｽﾄ ｷﾝｸﾞ D ﾒｽ 中山 松比古 百田 千穂
RCｈ 92.3 48 ﾊｰﾄﾞ ｳｨﾝ G-ｻﾗ A ﾒｽ 木村 和子 安達 健
RCｈ 91 53 (ﾎﾞﾇｰﾙ ｱﾙｶﾝｼﾞｭ) ﾊﾞｺﾊﾟ G ﾒｽ 藤田 恭史 沼田 麻琴
RCｈ 90.7 35 ｼｪﾘｰ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ S ﾒｽ 外和 信弘 外和 信弘
RCｈ 90.3 45 ｸﾘｽﾀﾙ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾎｸﾗ G 牡 中尾 克子 池鍋 真里亜
RCｈ 90.1 39 ﾊﾑﾚｯﾄ ｵﾌﾞ S. ｳｲｽﾀﾘｱ S 牡 平本 敦子 松本 浩
敢闘賞 88.5 37 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
敢闘賞 88.4 55 ｼｬﾈﾙ ｵﾌﾞ ﾏｲ ﾘﾝﾄﾞ S ﾒｽ 松居 哲也 松岡 里砂
敢闘賞 87.8 56 ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞ (ｵﾌﾞ ｳｴｽﾄ ﾏｰｼｭ) G ﾒｽ 鈴木 進也 安達 健
敢闘賞 87 36 ｷﾉ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ L 牡 小林 洋子 鈴木 沙耶
敢闘賞 86.5 49 ﾌﾞﾘｶﾞﾝﾄ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ M. I. D. S 牡 竹川 朱美 山田 侑里
敢闘賞 86.4 52 ｱﾛﾏ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ L ﾒｽ 山口 正 安達 健
敢闘賞 84.5 40 ｱﾓｰﾗﾙ (ｵﾌﾞ ｼﾞｮｲ ﾎﾟｹｯﾄ) B ﾒｽ 鳴見 裕貴 八木 紀一

決戦
出場


