
第二会場 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 131 99.7 S 416073 ﾄﾞﾘｰﾑ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 秋本 洋子 兵庫 嶋澤 純代 兵庫
優 159 99.7 S 414490 ｷｬﾛﾙ ﾌｫﾝ ﾜｶﾔﾏ ﾀｸﾗ 田倉 成幸 和歌山 田倉 成幸 和歌山
優 164 99.6 S 420356 ﾌﾗｲｱ 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 129 99.5 S 411713 ｱﾓﾝ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｰｽｼｭﾌﾟｰｧ 小林 素和 愛知 小林 玄太 愛知
優 110 99.4 S 415655 ﾌｧﾗ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 河本 弘文 鳥取 阿部 弘明 奈良
優 105 99.1 S 411030 ｸｾﾆｵｽ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 京都 京都
優 143 99.0 S 418858 ｴｸｽｶﾘﾊﾞｰ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 山本 伊一郎 兵庫 嶋澤 純代 兵庫
優 115 99.0 S 418728 ｹﾞﾙﾃﾞｨ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 湊 臣正 岐阜 湊 臣正 岐阜
優 145 98.9 S 410877 ﾏｲﾅ ｵﾌﾞ ｲｰｽﾄ ﾏｳﾝﾃﾝ 東山 勲 石川 大阪
優 116 98.9 S 420351 ﾌｧﾝﾄ 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 136 98.8 S 420725 ｵﾀﾞ ﾌｫﾑ ﾗｲﾄﾏﾝ 尾谷 幸男 兵庫 嶋澤 純代 兵庫
Chg 優 160 98.8 S 421892 ﾔｰﾅ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 粟井 彰祥 岡山 二星 卓哉 広島
Chg 優 106 98.0 S 413759 ﾌﾟﾘﾝｾｽ ｵﾌﾞ ﾋﾞｯｸﾞ ﾊﾞﾝ 江連 俊司 千葉 千葉
Chg 優 155 97.9 S 408850 ｴｰｽ ﾌｫﾝ ｸﾗｲﾝ ﾗﾘﾏｰ 高橋 弘明 千葉 塩澤 美有紀 千葉
Chg 優 121 97.8 S 417345 ﾀﾞｰﾋﾞｰ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 鈴木 賢治 愛知 湊 臣正 岐阜
Chg 優 174 97.8 S 421018 ﾄﾞﾛｼｰ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｰｽｼｭﾌﾟｰｧ 髙橋 千鶴子 秋田 渡部 直哉 秋田
Chg 優 178 97.8 S 409408 ｱﾘｰ ﾌｫﾝ ｶｽﾞｻ ｴｲｺｰｿｳ 三原 邦夫 千葉 篠原 政幸 千葉
Chg 優 135 97.4 S 415767 ｱﾃﾞﾗ ﾌｫﾝ ﾏﾂｻｶ ｱｽｶ 太田 正隆 三重 大森 弘士 京都
Chg 優 141 96.6 S 413537 ｼﾝﾃﾞｨｰ ｵﾌﾞ ｳｨﾝﾄﾞ ﾌﾛﾑ ｻｻﾞﾝ ｼｰ 寺澤 はる美 兵庫 八木 紀一 兵庫
Chg 優 154 96.6 S 418856 ｲｰｸﾞﾙ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 小松 節子 広島 二星 卓哉 広島
Chg 優 157 96.3 S 419152 ｱﾄﾞﾙﾌ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾒﾀﾞﾘｽﾄ 渡部 文一 福島 佐藤 聖美 福島
Chg 優 149 95.9 S 418860 ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 小畠 章二 広島 小畠 章二 広島
Chg 優 187 95.8 S 421820 ｸｳﾞｪﾗ ﾌｫﾝ ﾏﾂﾓﾄ ｱｶｻﾞﾜ 赤澤 敬造 島田 薫 栃木
Chg 優 103 95.0 S 421311 ｱﾝ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 山砥 康男 岡山 阿部 弘明 奈良
Chg 優 151 95.0 S 412980 ｲｪｯｼｰ ﾌｫﾝ ﾖﾅｺﾞ ｶﾜﾓﾄ 佐藤 利一 秋田 今野 純 秋田
RCh 優 102 94.6 S 418915 ﾃﾞｨｱﾅ ｵﾌﾞ ﾛｯｸﾊﾝﾄﾞ ｴｻｼ 菊池 洋 岩手 梅田 恭彦 岩手
RCh 優 188 94.6 S 418776 ﾊﾞｰﾊﾞﾘｰ ｵﾌﾞ ｽｰﾊﾟｰ ｸﾘｰｸ 今住 博勝 奈良 今住 博勝 奈良
RCh 優 119 94.5 S 418832 ｱﾆﾀ ﾌｫﾝ ﾊﾁﾉﾍ ｻﾄｰ 佐藤 松男 梅田 恭彦 岩手
RCh 優 167 94.3 S 418105 ﾚｯｸｽ ｵﾌﾞ ｴﾝﾃﾞｳﾞｧｰ 中井 嘉彦 奈良 島田 紀子 奈良
RCh 優 193 94.0 S 419013 ｸｻﾌｧ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 入江 史典 茨城 関本 幹人 栃木
RCh 優 180 93.8 S 422354 ｱﾛｰ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 髙島 孝幸 松井 義純
RCh 優 104 93.2 S 405391 ｱｲﾘｰﾝ ｵﾌﾞ S. ｳｲｽﾀﾘｱ 外和 信弘 外和 信弘
RCh 優 176 92.7 S 421084 ﾊﾞﾙﾀﾞ ﾌｫﾝ ｷｭｰﾅｰ ﾍﾙﾄ 涌田 美樹 石川 涌田 美樹 石川
RCh 優 144 92.3 S 416473 ﾍﾞﾆ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｰｽｼｭﾌﾟｰｧ 中田 道治 中田 道治
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RCh 優 189 92.2 S 422355 ｱﾐｰ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 海野 さち子 静岡 松井 義純
RCh 優 196 90.4 S 420735 ｸｳﾞｪｯｹ ｵﾌﾞ G.T.R 徳永 清美 島田 薫 栃木
RCh 優 173 90.3 S 421017 ﾄﾞﾘｰ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｰｽｼｭﾌﾟｰｧ 眞中 隆 千葉 眞中 隆 千葉
RCh 優 156 90.1 S 413747 ｼｪﾅ ｵﾌﾞ ﾐﾔｻﾞｷ ﾌｨｰﾝﾄﾞ 小田原 員人 宮崎 小田原 員人 宮崎
RCh 優 168 90.0 S 420514 ﾃﾞｲｼﾞｰ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ﾍﾞｯｹﾝ 髙橋 勇 静岡 太田 忠芳 山形

特良 162 89.7 S 417063 ﾌﾞﾘｯｸｽ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ 松居 哲也 京都 松居 哲也 京都
特良 128 86.8 S 417574 ｲｿﾞﾙﾃﾞ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾙｰ ﾌﾟﾚｲﾝ 横山 申彦 和歌山 和歌山
特良 142 86.3 S 420353 ﾌｧﾙｶ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 南後 裕美 広島 二星 卓哉 広島
特良 171 86.3 S 417272 ｱﾐｰ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾃﾞﾝ ﾋﾅﾀ 半澤 清三郎 福島 大沼 由二 北海道
特良 158 85.7 S 420638 ｱﾙﾋﾞﾗ ﾌｫﾑ ﾏｯｾﾙ ｼｭﾃﾙﾝ 岩井 智二 栃木 岩政 真理 岐阜
特良 107 84.1 S 412665 ﾊﾞﾄﾞ ﾌｫﾝ ﾐﾔｷﾞ ﾒｸﾞﾛ 小林 直樹 愛知 松村 聡美 愛知
特良 169 81.6 S 416928 ﾌﾟﾗﾝｽ ﾌｫﾑ ﾈｰﾍﾞﾙ ﾄﾞﾙﾌ 坂元 正廣 鹿児島 開田 宏 熊本
特良 170 81.2 S 419876 ｱﾙﾄ ﾌｫﾝ ｼｮｰﾅﾝ M.J. 原 栄治 秋田 峯田 武美 山形
特良 190 80.4 S 414373 ﾖﾙｶ ｵﾌﾞ ｱｳﾄｻｲﾀﾞｰ 平原 秀徳 埼玉 古海 正城 千葉
良 163 79.1 S 413461 ｲｯｼ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 米田 馨 米田 馨
良 108 78.6 S 416828 ｶｽﾄﾙ ﾌｫﾑ ｸﾞﾛｰｾ ﾍﾞｰｱ 谷本 雄謙 広島 山縣 忠義 広島
良 126 77.7 S 419984 ｷﾞｾﾞﾗ ﾌｫﾑ ﾌﾝﾃﾞ ｼｭｰﾚ 芦田 任巨 奈良 芦田 任巨 奈良
良 197 77.3 S 422353 ｱﾗｽ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 米澤 豊 岩手 松井 義純
良 192 73.6 S 419010 ｳﾞｧｯｶｰ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 伊藤 善朗 千葉 須永 武博 群馬
良 139 71.3 S 420513 ﾄﾞﾘｯｸｽ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ﾍﾞｯｹﾝ 杉山 由記子 愛知 杉山 由記子 愛知
良 161 71.2 S 411295 ｶｰﾙ ｵﾌﾞ G.T.R 香川 香川

184 65.3 S 419263 ｷｭｰﾗ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ 兵庫 兵庫
134 53.4 S 416750 ﾁｬｰﾘｰ ｵﾌﾞ ｻﾗ ﾛﾌﾞｽﾀ 遠藤 正雄 茨城 坂井 稔 茨城
148 51.9 S 418859 ｴﾙｻ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 原 泰雄 広島 二星 卓哉 広島
133 51.8 S 413909 ﾙｯｾﾙ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ T. ｻｲﾄｰ 若山 実 広島 神田 まるみ 広島
194 48.4 S 409145 ｼﾙﾄ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｪﾙｼｭﾀﾝﾄﾊｲﾑ 岩瀬 可南子 埼玉 鳥實 亮太 埼玉
123 40.1 S 420328 ﾒﾘｨ ﾌｫﾝ ｲﾖ ｺｰﾉ 秀島 尚子 愛媛 河野 政德 愛媛
101 39.4 S 418931 ﾘｼﾞｪﾝ ｵﾌﾞ ｴﾝﾄﾞﾄﾞﾝﾃｨｯｸ ｻｰｼﾞｪﾘｰ 塩見 聰 兵庫 山縣 忠義 広島
182 37.0 S 416680 ﾌﾗﾑﾊﾞﾙﾄﾞ ﾌｫﾝ ﾊｰﾂ ﾑｰﾝ 笹木 幸博 石川 南 利樹 石川
113 34.8 S 418913 ﾃﾞﾆｽ ｵﾌﾞ ﾛｯｸﾊﾝﾄﾞ ｴｻｼ 茨城 梅田 恭彦 岩手
130 33.4 L 60219 ｱｷﾞｰ ｵﾌﾞ ｱﾜ ﾅｶﾆｼ 辻 加代 徳島 村橋 賢二 徳島
165 26.6 S 417514 ﾀﾐｰ ｵﾌﾞ ﾋﾞｯｸﾞ ﾊﾞﾝ 吉田 守 茨城 吉田 守 茨城
172 25.7 S 419110 ﾎﾞﾆｰ ｵﾌﾞ ｽﾏｰﾄ ﾁｬｲﾙﾄﾞ 山岸 恵美子 岐阜 水谷 輝彦 愛知
138 25.5 D 67649 ｲｪｯﾀ ﾌｫﾝ ｼｬｲﾈﾝ ｷｰﾌｧｰ 髙橋 五月 千葉 髙橋 五月 千葉
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120 21.0 S 421308 ｶﾚﾝ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ 小林 洋子 愛知 吉田 麻由 愛知
140 21.0 S 411717 ｱﾝｼﾞﾗ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｰｽｼｭﾌﾟｰｧ 伏岡 利恵 広島 伏岡 利恵 広島
179 20.8 S 418912 ﾃﾞｨｰﾝ ｵﾌﾞ ﾛｯｸﾊﾝﾄﾞ ｴｻｼ 鈴木 博房 茨城 鈴木 博房 茨城
114 20.5 S 418722 ｶﾞｳﾅｰ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 伊藤 遼平 北海道 新倉 弥生 北海道
137 20.5 S 417208 ﾋﾟｰｽ ｵﾌﾞ ｴﾝﾄﾞﾄﾞﾝﾃｨｯｸ ｻｰｼﾞｪﾘｰ 兵庫 三山 航平 兵庫
150 20.5 S 416984 ﾗｯｸ II ﾌｫﾝ ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ ｼｭｳﾞｧﾈﾝ 新井 良信 埼玉 新井 良信 埼玉
117 20.2 S 419254 ｶﾘﾌ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ 大津 敏 栃木 池上 裕二 栃木
181 20.2 S 422074 ｱｰﾙ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 太田 修三 広島 吉田 しのぶ 広島
146 19.5 S 419800 ﾏｲﾉ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ 前田 裕太郎 愛知 境 史雄 愛知
153 19.4 S 414449 ﾔｰﾙ 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
118 18.0 S 422484 ｳﾞｨｰﾅｽ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ 濱口 幸三 愛知 山田 侑里 愛知
147 17.4 S 414813 ｸｰ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 江尻 仲二 江尻 仲二
125 15.0 A 10312 ﾌｫﾚ ｳﾞｪｰﾙ ﾌｧｲﾀｰ 谷木 紘士 北海道 鈴木 章司
124 14.8 S 419852 ﾌﾞﾙﾉﾙﾌ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾛｯｸ 金井 弘行 栃木 池上 裕二 栃木
175 12.8 S 411478 ﾍﾞｯｸ ｵﾌﾞ ｻﾗ ﾛﾌﾞｽﾀ 中村 久美子 千葉 菅原 恭子 茨城
109 10.0 S 419803 ﾑｰﾄ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ 山口 幸代 京都 藏 ひろみ 京都
111 10.0 L 68022 (ﾘｯﾁﾌｨｰﾙﾄﾞ) ｲｰﾌｧ 加藤 友香 里川 ひろみ 埼玉
152 10.0 S 414165 ｸﾘｰﾑﾋﾙﾄ ｵﾌﾞ ｽﾋﾟﾘｯﾄ ﾄﾑ 岡本 亮太 静岡 岡本 亮太 静岡
186 8.0 S 420540 ｵｯｼｰ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｪﾙｼｭﾀﾝﾄﾊｲﾑ 堀内 壽子 埼玉 阿利 直也 埼玉
122 5.0 S 421294 ﾋﾞｱﾝｶ ﾌｫﾝ ﾋﾗｺ 和田守 宝彰 島根 和田守 宝彰 島根
132 5.0 S 420029 ｱﾚｽ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 伊深 新一 宮城 田上 健 宮城
177 5.0 S 422890 ﾌﾚﾝﾀﾞｰ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 荒川 賢 北海道 大沼 由二 北海道
183 5.0 S 417467 ﾍﾟﾄﾗ ﾂｰ ﾃﾞﾝ ﾍﾞﾙｼﾞｰｹﾞﾝ ﾍﾞﾙﾝ 和歌山 和歌山
185 5.0 S 415671 ｱｯﾀﾞ ｵﾌﾞ ｺﾞﾝ ﾊｳｽ 酒井 増吉 兵庫 藤江 昭仁 兵庫
191 5.0 S 421575 ﾏﾘｱﾝ ﾌｫﾝ ｸﾞﾘｭｯｸｽﾀｰｸ 多賀 徹 広島 今村 博美 広島
195 5.0 S 414801 ｴﾘﾝ ﾌｫﾝ ﾄｰｷｮｰ ｼｹﾞﾙ 森尾 正男 鳥取 宮本 美穂子 鳥取
166 0.0 S 422903 ｺﾆｰ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ 酒井 増吉 兵庫 横山 亮介


