
第一会場 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 52 99.9 S 418729 ｸﾞﾅ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 日比 みのり 愛知 岩政 真理 岐阜
優 78 99.8 S 413899 ｸﾚｱ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 淀瀬 忠彦 広島 淀瀬 忠彦 広島
優 91 99.8 S 410650 ｵﾙﾃｨﾗ ﾌｫﾝ ｻｲﾀﾏ ｼﾉﾊﾗｿｳ 篠原 政幸 千葉 篠原 政幸 千葉
優 11 99.8 S 416074 ﾀﾞｲﾅ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 佐藤 瑛一 広島 二星 卓哉 広島
優 97 99.7 S 418911 ﾃﾞｨｽﾍﾞﾙﾄ 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 86 99.7 S 419566 ﾙｲｽ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ﾎｶｲﾜﾄﾞ 佐藤 由美子 広島 阿部 弘明 奈良
優 59 99.7 S 421893 ﾕﾙ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 遠山 景行 遠山 景行
優 62 99.6 S 411133 ﾌﾞﾚﾝﾀﾞ ｵﾌﾞ ｷﾋﾞ ﾛｰﾀｽ 増田 順一 岡山 増田 順一 岡山
優 80 99.6 S 419213 ﾂｨｰﾀ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 米田 馨 米田 馨
優 21 99.6 S 417107 ﾍﾞﾝﾄﾚｰ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 山下 まち子 京都 藏 ひろみ 京都
優 53 99.5 S 412667 ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨ ﾌｫﾝ ﾐﾔｷﾞ ﾒｸﾞﾛ 伊藤 栄一 宮城 伊藤 栄一 宮城
優 18 99.5 S 421313 ｱﾘｯｻ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 秋本 洋子 兵庫 嶋澤 純代 兵庫

Chg 優 6 99.4 S 417339 ｷｬﾛﾙ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 磯野 稔 愛知 湊 臣正 岐阜
Chg 優 16 99.4 S 416586 ｸﾞｽﾀﾌ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 鈴木 修一 兵庫 京都
Chg 優 26 99.4 S 418582 ｴﾙﾅ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾗｯｸ ｵﾊﾟｰﾙ 神田 まるみ 広島 神田 まるみ 広島
Chg 優 32 99.4 S 421030 ﾌﾗｲｱ ｵﾌﾞ ｳｴｽﾄ ｱｼﾀﾞ 小林 素和 愛知 山田 侑里 愛知
Chg 優 39 99.4 S 414688 ﾊﾘｰ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾙｰ ﾌﾟﾚｲﾝ 和歌山 和歌山
Chg 優 50 99.4 S 416070 ﾀﾞﾙﾋﾞｯｼｭ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 岡重 達也 広島 山縣 忠義 広島
Chg 優 60 99.4 S 420551 ｳﾞｨｸﾄﾘｱ ﾌｫﾝ ﾖﾅｺﾞ ｶﾜﾓﾄ 中村 達美 香川 中村 達美 香川
Chg 優 81 99.4 S 413167 ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾘﾅ ﾌｫﾝ ｼｭﾛｽ ﾗｲﾃﾝ 熊崎 ルミ 千葉 古海 正城 千葉
Chg 優 19 99.3 S 423102 ﾆｹ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 佐藤 瑛一 広島 二星 卓哉 広島
Chg 優 38 99.3 S 414489 ﾁｪﾘｨ ﾌｫﾝ ﾜｶﾔﾏ ﾀｸﾗ 阿部 明子 奈良 阿部 明子 奈良
Chg 優 77 99.3 S 414831 ﾗﾝﾂｪ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 入江 史典 茨城 関本 幹人 栃木
Chg 優 3 99.2 S 415317 ﾃﾞｲｼﾞｰ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 渡辺 浄治 広島 二星 卓哉 広島
Chg 優 41 99.2 S 414153 ｱﾝﾑｰﾃｨﾋ ﾌｫﾝ ｺｺ ｶﾏﾀﾞ 氏家 敏一 香川 村橋 賢二 徳島
Chg 優 46 99.2 S 414448 ﾔﾙｺﾞ ﾌｫﾝ ﾂｨｰﾙ ｴﾗｲﾋｪﾝ 池田 紀子 栃木 池田 紀子 栃木
Chg 優 71 99.2 S 420367 ﾊﾞｰﾝﾌﾞﾚｯﾋｬｰ ﾌｫﾝ ｺｺ ｶﾏﾀﾞ 堀内 壽子 埼玉 阿利 直也 埼玉
Chg 優 14 99.1 S 417109 ﾍﾞﾛｰﾅ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 半澤 清三郎 福島 大沼 由二 北海道
Chg 優 88 99.1 S 413522 ｶｰﾘﾝ ｵﾌﾞ ﾛｯｸﾊﾝﾄﾞ ｴｻｼ 菊池 洋 岩手 梅田 恭彦 岩手
Chg 優 89 99.1 S 421557 ｴﾙﾌｪ ﾌｫﾝ ｵｸｲﾖ ｼﾛｶﾜ 五島 貴彦 山形 太田 忠芳 山形
Chg 優 15 99.0 S 419979 ｶﾞｲﾛ ﾌｫﾑ ﾌﾝﾃﾞ ｼｭｰﾚ 扇谷 泰之 奈良 鈴木 菜緒 奈良
Chg 優 45 99.0 S 411375 ｸｾﾆｱ ﾌｫﾝ ｲｸﾊｼ ｷｼﾞﾏ 小田原 員人 宮崎 小田原 員人 宮崎
Chg 優 92 99.0 S 417319 ｲｪｯｾ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ 吉見 茂昭 広島 吉田 しのぶ 広島
Chg 優 1 98.9 S 418192 ｷｬｻﾘﾝ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 金野 伸明 岩手 松井 義純
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Chg 優 43 98.8 S 421111 ｷｬﾘｰ ｵﾌﾞ ｷﾋﾞ ﾛｰﾀｽ 増田 順一 岡山 山縣 忠義 広島
Chg 優 56 98.8 S 418830 ｱﾙﾊﾞ ﾌｫﾝ ﾊﾁﾉﾍ ｻﾄｰ 吉田 裕幸 秋田 吉田 裕幸 秋田
Chg 優 67 98.8 S 420549 ﾌｧﾘﾙﾄ ﾌｫﾝ ﾖﾅｺﾞ ｶﾜﾓﾄ 藤谷 文明 和歌山 藤谷 文明 和歌山
Chg 優 17 98.7 S 418665 ﾕｯｶ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 坂本 郁子 松井 義純
Chg 優 65 98.4 S 413487 ｸﾞﾚﾝ ｵﾌﾞ ﾁﾊﾞ ﾎﾞｯｸｽﾄｩﾘｰ 鈴木 博房 茨城 鈴木 博房 茨城
Chg 優 87 98.4 S 421574 ﾏｯｸｽ ﾌｫﾝ ｸﾞﾘｭｯｸｽﾀｰｸ 高橋 聖紀 神奈川 峯田 武美 山形
Chg 優 4 98.3 S 418826 ｱｰﾙ ﾌｫﾝ ﾊﾁﾉﾍ ｻﾄｰ 佐藤 松男 大沼 由二 北海道
Chg 優 24 98.1 S 414814 ｶﾙﾒﾝ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 伊藤 敦子 兵庫 嶋澤 純代 兵庫
Chg 優 69 98.1 S 417049 ｴﾄﾞ ｵﾌﾞ ｳｨﾝﾄﾞ ﾌﾛﾑ ｻｻﾞﾝ ｼｰ 戎下 秀史 和歌山 今住 博勝 奈良
Chg 優 70 98.0 S 416821 ｸｳﾞｧﾝﾄ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 川﨑 幸恵 群馬 須永 武博 群馬
Chg 優 83 98.0 S 419332 ﾍﾞｯｷｰ ｶｷﾃ ｵﾌﾞ M2 ﾌｨｰﾙﾄﾞ 柿手 正 島根 宮本 美穂子 鳥取
Chg 優 63 97.8 S 417162 ｼﾞｭﾘｰ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ M. O. 石川 栃木
Chg 優 76 97.8 L 66029 ｱﾌﾟﾛﾃﾞｨﾀ ﾌｫﾑ ｽﾞｰﾃﾞﾝ ﾍﾞﾙｸ 保科 信治 京都 保居 宏 京都
Chg 優 47 97.7 S 421081 ﾌﾞﾗｯｷｰ ﾌｫﾝ ｷｭｰﾅｰ ﾍﾙﾄ 田倉 成幸 和歌山 田倉 成幸 和歌山
Chg 優 93 97.7 S 420601 ｴﾝﾍﾟﾗｰ ｵﾌﾞ ｻﾗ ﾛﾌﾞｽﾀ 菅原 恭子 茨城 菅原 恭子 茨城
Chg 優 82 97.6 S 417297 ﾚｵﾝ ｵﾌﾞ ｱﾜｼﾞｱｲﾗﾝﾄﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ 香川 香川
Chg 優 12 97.0 S 420325 ﾑｰﾄ ﾌｫﾝ ｲﾖ ｺｰﾉ 楠橋 国浩 愛媛 河野 政德 愛媛
Chg 優 75 96.9 S 414376 ﾆｹ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ 矢納 深雪 兵庫 宗平 博士 兵庫
Chg 優 73 96.8 S 421554 ｴﾙﾓ ﾌｫﾝ ｵｸｲﾖ ｼﾛｶﾜ 蜂谷 正男 岡山 阿部 弘明 奈良
Chg 優 30 96.6 S 417689 ｲﾌﾟｼﾛﾝ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ 松田 亜紀 埼玉 松田 亜紀 埼玉
Chg 優 25 96.5 S 415719 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ ｷｽ ｵﾌﾞ ｻﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾊﾞｳﾑ 柴田 政廣 愛知 丹羽 慶子 愛知
Chg 優 90 96.0 S 415653 ﾌｪﾙｷﾞｰﾙ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 小野 和俊 秋田 今野 純 秋田
Chg 優 42 95.5 S 416248 ｴﾘｶ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 大橋 小夜子 愛知 大橋 小夜子 愛知
Chg 優 68 95.5 S 418423 ｵﾘｳﾞｧｰ ﾌｫﾝ ﾁﾊﾞ ｴﾋﾞﾊﾗｿｳ 石川 島田 薫 栃木
Chg 優 40 95.0 S 419156 ｱﾙﾊﾞ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾒﾀﾞﾘｽﾄ 田上 健 宮城 田上 健 宮城
RCh 優 36 93.8 S 418975 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ ﾌｫﾝ ﾘｰﾌﾟ ﾌﾞﾘｭｰﾃ 半澤 清三郎 福島 山縣 忠義 広島
RCh 優 74 93.3 S 416246 ｴﾙ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 藤井 喜代春 京都 藤井 喜代春 京都
RCh 優 37 92.8 S 417623 ﾚﾓ ﾂｰ ﾃﾞﾝ ﾍﾞﾙｼﾞｰｹﾞﾝ ﾍﾞﾙﾝ 白江 淳郎 大阪 大阪
RCh 優 55 92.6 S 419155 ｱｸﾞﾈｽ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾒﾀﾞﾘｽﾄ 境 史雄 愛知 境 史雄 愛知
RCh 優 95 91.8 S 420548 ﾌｧﾗﾀﾞ ﾌｫﾝ ﾖﾅｺﾞ ｶﾜﾓﾄ 河本 弘文 鳥取 阿部 弘明 奈良
RCh 優 96 90.5 S 420511 ﾀﾞｺﾞ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ﾍﾞｯｹﾝ 吉田 文子 秋田 太田 忠芳 山形
RCh 優 2 90.0 S 411520 ﾅｲﾄ ｵﾌﾞ ﾋﾞｯｸﾞ ﾊﾞﾝ 小楠 真由美 埼玉 里川 ひろみ 埼玉
RCh 優 5 90.0 S 419414 ﾓﾘｰ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ 新倉 弥生 北海道 新倉 謙吾 北海道
RCh 優 48 90.0 S 406450 ｲﾘﾅ ｵﾌﾞ G.T.R 坂元 正廣 鹿児島 開田 宏 熊本
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RCh 優 51 90.0 S 414152 ｱﾌﾞﾘｯﾋﾃﾝ ﾌｫﾝ ｺｺ ｶﾏﾀﾞ 北川 幸男 埼玉 北川 幸男 埼玉
RCh 優 58 90.0 S 421891 ﾕｰﾅ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 江尻 仲二 江尻 仲二

特良 64 86.8 S 421121 ｱｸｱ ｵﾌﾞ ｱｯﾌﾟﾙ ﾗｧﾘｽ 山岡 聡美 岡山 山岡 聡美 岡山
特良 28 86.2 S 415913 ｱﾍﾞﾙ ﾌｫﾝ ﾊｳｽ ｸｾﾆｴ 山本 明子 大阪 山本 明子 大阪
特良 72 85.8 S 413409 ﾌﾞｯｿｳ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 藤江 昭仁 兵庫 藤江 昭仁 兵庫
特良 66 85.1 S 417572 ｲﾙｻﾞ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾙｰ ﾌﾟﾚｲﾝ 和歌山 和歌山
良 7 77.0 S 420368 ﾍﾞﾂｧｳﾍﾞﾙﾝ ﾌｫﾝ ｺｺ ｶﾏﾀﾞ 飯塚 正 埼玉 堀内 壽子 埼玉

8 60.4 S 420512 ﾃﾞﾙﾝﾄ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ﾍﾞｯｹﾝ 小林 素和 愛知 信達谷 美帆 愛知
27 55.2 S 422788 ｵﾗｰﾌ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ 徳島 二星 卓哉 広島
9 40.7 S 418666 ｲｳﾞｫﾝﾈ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 松井 義純
29 40.5 S 417498 ｸｻﾝﾃｨｯﾍﾟ ｵﾌﾞ ｽｰﾊﾟｰ ｸﾘｰｸ 兵庫 松岡 里砂 兵庫
57 28.0 S 418082 ﾈﾙｹ ｵﾌﾞ G.T.R 川野 静子 神奈川 川野 静子 神奈川
49 23.0 S 417105 ﾋﾞｯｸ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 小林 新二 福島 小林 新二 福島
54 19.0 S 421355 ﾙﾋﾞｰ ｵﾌﾞ ｼﾙｳﾞｧｰ ﾖｼﾐ 藤原 典子 兵庫 大谷 直矢 兵庫
94 18.8 S 422889 ﾌﾙﾄ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 奥山 富美夫 山形 峯田 武美 山形
13 15.0 S 417494 ｸｾﾙｸｾｽ ｵﾌﾞ ｽｰﾊﾟｰ ｸﾘｰｸ 大谷 典子 奈良 山内 未央 大阪
31 15.0 S 411182 ﾄﾞﾙﾌ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ 渡部 里奈 島根 和田守 宝彰 島根
61 15.0 S 414539 ｵｽｶｰ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ 堀内 常好 静岡 堀内 常好 静岡
79 15.0 S 418827 ｱﾀﾞﾑ ﾌｫﾝ ﾊﾁﾉﾍ ｻﾄｰ 半澤 清三郎 福島 今村 博美 広島
10 10.0 S 422801 ﾗﾍﾞｵ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 橋本 清子 奈良 芦田 任巨 奈良
33 10.0 S 413060 ﾍﾞﾙ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ﾌﾅｴ 平本 敦子 福井 松本 浩 福井
34 8.0 S 413414 ﾎﾞﾀﾞ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 前山 和道 兵庫 八木 紀一 兵庫
35 8.0 S 419629 ﾘｱ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ 佐藤 玲子 栃木 池上 裕二 栃木
44 8.0 S 421150 ﾀﾞｯﾄｻﾝ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 京都 大森 弘士 京都
84 5.0 D 67609 ﾘﾅ ｵﾌﾞ ﾌﾙﾔ ﾌﾟﾘﾝｽ 古谷 操 茨城 眞中 隆 千葉
85 5.0 S 415152 ｸﾚｱ ｵﾌﾞ ｼｬﾛｳ ﾌｨｰﾙﾄﾞ 浅野 英明 岐阜 水谷 輝彦 愛知


