
 2020年Tch足跡追及 ≪第一班 成績≫　上位4頭 順位決定戦出場

ﾀｲﾄﾙ 評価 ｾﾞｯｹﾝ 得点 犬名 所有者 住所 指導手 住所

優 47 99.9 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

優 2 99.8 ﾊﾞｰﾃﾞｨｰ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｰｽｼｭﾌﾟｰｧ 鹿糠 光男 岩手 松井 義純 青森

優 20 99.7 ｷｬﾘｰ ｵﾌﾞ ｷﾋﾞ ﾛｰﾀｽ 増田 順一 岡山 増田 順一 岡山

優 49 99.6 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

Chg 優 61 99.6 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 17 99.5 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

Chg 優 74 99.5 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 27 99.4 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 35 99.4 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 66 99.1 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

Chg 優 9 99 ｶｲﾄ ｵﾌﾞ ｸﾞﾗｽ ﾜｰﾙﾄﾞ 柴垣 光子 香川 今村 博美 広島

Chg 優 13 99 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 59 98.9 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 30 98.8 ﾊｲﾏﾝ ｵﾌﾞ ﾏｲ ﾊﾋﾟﾈｽ 鈴木 徳浩 千葉 鈴木 徳浩 千葉

Chg 優 43 98.7 ｵﾙﾄ ｵﾌﾞ ｲｰｽﾄ ﾏｳﾝﾃﾝ 東山 勲 石川 東山 勲 石川

Chg 優 15 98.6 ﾌﾚｱ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 岩木 和裕 広島 二星 卓哉 広島

Chg 優 45 98.3 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

Chg 優 4 98.2 ｸｻﾝﾃｨｯﾍﾟ ｵﾌﾞ ｽｰﾊﾟｰ ｸﾘｰｸ 麦谷 富雄 兵庫 松岡 里砂 兵庫

Chg 優 46 98.2 ｸｳﾞｧﾝﾃﾞ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 岩政 真理 岐阜 岩政 真理 岐阜

Chg 優 71 97.7 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

Chg 優 7 97.6 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

Chg 優 11 97 ｱﾛｰ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 髙島 孝幸 青森 松井 義純 青森

Chg 優 31 95.8 ﾕﾙ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 遠山 景行 長野 遠山 景行 長野

Chg 優 55 95.5 ｴﾘｰ ｵﾌﾞ ｳｨﾝﾄﾞ ﾌﾛﾑ ｻｻﾞﾝ ｼｰ 藤本 芳成 兵庫 藤本 芳成 兵庫

RCh 優 70 94.4 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

特良 19 84.2 ﾕｯｶ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 坂本 郁子 青森 松井 義純 青森

特良 34 81.6 ｴﾙ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ｶﾃﾞﾝﾂ 辻 加代 徳島 村橋 賢二 徳島

良 5 79.5 ﾖｰﾗ ｵﾌﾞ ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ 赤堀 智弘 静岡 杉山 和平 静岡

良 42 79.4 ｷｬｻﾘﾝ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 中田 道治 青森 中田 道治 青森

良 1 78.9 ｿﾞﾙ ﾌｫﾝ ｸﾗﾝﾂ K. Y. 橋本 正義 広島 二星 卓哉 広島

良 72 70.8 ﾃﾞﾙﾌｨｰ ｵﾌﾞ M2 ﾌｨｰﾙﾄﾞ 田中 政男 鳥取 宮本 誠 鳥取

28 66.1 ｳﾒ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ｹﾝ ﾃﾞﾝ 田渕 哲次 愛知 信達谷 美帆 愛知

26 65 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

73 63.8 ｳﾞｧｳ 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

40 62.8 ｵｯｼｰ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ 木村 輝子 青森 木村 輝子 青森

21 60.5 ﾉｱ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ 細野 優子 長野 細野 優子 長野

22 56.8 ｶﾚﾝ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ 小林 洋子 愛知 小林 洋子 愛知

54 45.6 ｱﾙﾏ ｵﾌﾞ ｾﾝﾀｰ ｳﾞｨﾚｯｼﾞ ﾐﾊﾗ 中村 薫 広島 山縣 忠義 広島

32 43 ｱﾌﾟﾘｺｯﾄﾌﾟﾘﾝｾｽ ﾌｫﾝ ﾊﾞｳ ﾜｳ ﾒﾘﾎﾟﾗﾝ 山下 樵太 静岡 山下 樵太 静岡

57 41.5 ｲｽﾞ ｵﾌﾞ ﾛｯｸﾊﾝﾄﾞ ｴｻｼ 菊池 洋 岩手 梅田 恭彦 岩手

53 38.5 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

58 38.2 ｱｰﾃﾞﾙ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ｸﾞﾛｰｽ ﾘｰﾍﾞ 野田 豊弘 石川 南 利樹 石川

44 37 ｶﾘﾌ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ 大津 敏 栃木 池上 裕二 栃木

67 37 ﾍﾞﾙ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾒﾀﾞﾘｽﾄ 中瀬 静紀 奈良 伊藤 賢一 愛知

50 36.6 ﾏｲﾛ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 川﨑 幸恵 群馬 須永 武博 群馬

14 34.7 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

62 34.2 ｱﾄﾘｱ ﾌｫﾝ ｸﾞﾗﾝﾂ ﾍﾞｶﾞ 宮田 聖美 高知 山縣 忠義 広島
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48 32.9 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

6 31.5 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

51 31.4 ｴﾐｨ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ｶﾃﾞﾝﾂ 氏家 敏一 香川 村橋 賢二 徳島

36 30.3 ｸｻﾌｧ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 入江 史典 茨城 関本 幹人 栃木

64 29 ﾅﾀﾘｰ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 小林 素和 愛知 松村 聡美 愛知

25 28.5 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

38 28 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

8 27.8 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

52 27.8 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

69 27.8 ｴﾄﾞｳｨﾝ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ｶﾃﾞﾝﾂ 堀内 壽子 埼玉 阿利 直也 埼玉

29 27.7 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

63 25.5 ﾍﾞｽ 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

18 22 ﾆｰﾀ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 松本 鈴子 静岡 松本 鈴子 静岡

39 14 ｸｳﾞｧﾙﾂ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 小川 智子 大阪 阿部 弘明 奈良

33 12 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

12 11 ｱﾝ ﾌｫﾝ ﾂｶﾞﾙ ﾃﾙ 鈴木 章司 青森 鈴木 章司 青森

56 10.6 ﾕﾝｺﾞ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ｼﾞｰｸﾌﾞﾙｸﾞ 高橋 聖紀 神奈川 峯田 武美 山形

10 10 ｱﾄﾗｽ ﾌｫﾝ ｷｭｰﾅｰ ﾍﾙﾄ 外和 信弘 青森 外和 信弘 青森

41 8 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

68 8 ﾃﾞｨｰﾄ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ 斉藤 千加 青森 斉藤 千加 青森

3 7 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

37 5 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

65 5 ﾍﾞｽ ｵﾌﾞ ﾗﾋﾞ ｼｭｰﾌﾟﾘｰﾑ 古宮 祥貴 千葉 山口 京子 千葉

23 3 ｵｶﾘﾅ ｵﾌﾞ ｱｳﾄｻｲﾀﾞｰ 五十嵐 美穂 茨城 五十嵐 美穂 茨城

16 0.2 ﾀﾞﾆｴﾙ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ 佐々木 法弘 香川 川西 忠昭 香川

24 0 ﾌｨｰﾙ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 岡 祐一郎 岡山 岡 祐一郎 岡山


