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ﾀｲﾄﾙ 評価 得点 ｾﾞｯｹﾝ 犬名 所有者 指導手

優 99.8 246 X-ﾁｺ ｵﾌﾞ ｴﾝﾄﾞﾄﾞﾝﾃｨｯｸ ｻｰｼﾞｪﾘｰ 伊藤 紀子 嶋澤 純代

優 99.7 258 ｸｳﾞｨﾗｰ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 杉浦 成力 岩政 真理

優 99.6 209 ｱﾐｰ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾃﾞﾝ ﾋﾅﾀ 半澤 清三郎 半澤 清三郎

優 99.6 226 ｸｳﾞｧﾝﾃﾞ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 小野寺 弘 小野寺 弘

Chg 優 99.5 201 ﾅﾀﾘｰ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 小林 素和 松村 聡美

Chg 優 99.5 211 ﾚｵﾝ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 椎葉 好 山縣 忠義

Chg 優 99.5 238 ｱﾛｱ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 森本 兼三 島田 紀子

Chg 優 99.5 248 ｴﾚﾅ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ﾍﾞｯｹﾝ 吉田 裕幸 吉田 裕幸

Chg 優 99.2 204 ﾃﾞｨｽﾍﾞﾙﾄ ｵﾌﾞ ﾛｯｸﾊﾝﾄﾞ ｴｻｼ 菊池 洋 梅田 恭彦

Chg 優 99.2 271 ﾆｰﾙ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 入江 史典 関本 幹人

Chg 優 99.1 253 ｲｿﾞﾙﾃﾞ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾙｰ ﾌﾟﾚｲﾝ 横山 申彦 青原 恭弘

Chg 優 99.1 264 ﾃﾞﾆｽ ｵﾌﾞ ｽｰﾊﾟｰ ｸﾘｰｸ 水谷 恵理子 水谷 恵理子

Chg 優 99 202 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 山縣 忠義

Chg 優 99 203 ﾙｲｽ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ﾎｶｲﾜﾄﾞ 佐藤 由美子 阿部 弘明

Chg 優 98.9 252 ｶｼｵﾍﾟﾔ ｵﾌﾞ ｳｨｽﾞ ﾄｰﾗｽ 太田 智恵 小森 薫

Chg 優 98.8 218 ｴﾙﾓ ﾌｫﾝ ｵｸｲﾖ ｼﾛｶﾜ 蜂谷 正男 阿部 弘明

Chg 優 98.8 233 ｱｰﾙ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 太田 修三 吉田 しのぶ

Chg 優 98.5 212 ﾌﾞﾙﾝﾈ ﾌｫﾑ ﾏｯｾﾙ ｼｭﾃﾙﾝ 杉山 和平 杉山 和平

Chg 優 98.5 228 ﾃﾞﾗ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 鈴木 洋子 鈴木 洋子

Chg 優 98.5 232 ﾅﾝｼｰ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ 渡辺 浄治 二星 卓哉

Chg 優 98.2 213 ｼﾞｮｾﾌ ﾌｫﾑ ﾌﾝﾃﾞ ｼｭｰﾚ 小林 素和 吉川 ひかり

Chg 優 98.1 261 ﾍﾞｯｷｰ ｶｷﾃ ｵﾌﾞ M2 ﾌｨｰﾙﾄﾞ 柿手 玲子 宮本 美穂子

Chg 優 98 267 ﾕｯｶ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 坂本 郁子 松井 義純

Chg 優 97.7 270 ｱﾙﾊﾞ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾒﾀﾞﾘｽﾄ 田上 健 田上 健

Chg 優 97.5 210 ｱｽｶ ﾌｫﾝ ｻﾗﾌｨﾅ 奥山 富美夫 峯田 武美

Chg 優 97.4 241 ｸｻﾝﾃｨｯﾍﾟ ｵﾌﾞ ｽｰﾊﾟｰ ｸﾘｰｸ 麦谷 富雄 松岡 里砂

Chg 優 97.2 205 ﾃﾞﾙﾌｨｰ ｵﾌﾞ M2 ﾌｨｰﾙﾄﾞ 田中 政男 宮本 誠

Chg 優 97.2 220 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 山縣 忠義

Chg 優 97 217 ﾍﾞｱﾄﾘｽ ﾌｫﾝ ｷｭｰﾅｰ ﾍﾙﾄ 榛葉 諭司 榛葉 諭司

Chg 優 96.8 221 ﾑｰﾄ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 垣野 紀代 新倉 弥生

Chg 優 96.8 235 ﾋﾞｰﾑ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 尾谷 太陽 嶋澤 純代

Chg 優 96.2 256 ﾍﾞﾗ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 秋濱 城治 秋濱 城治

Chg 優 96.1 254 ﾄﾞﾘｰ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｰｽｼｭﾌﾟｰｧ 眞中 隆 眞中 隆

Chg 優 95.9 240 ﾖｰｾﾞﾌ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾙｰ ﾌﾟﾚｲﾝ 矢口 健治 矢口 健治

Chg 優 95.7 215 ﾚｵ II ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 小楠 真由美 里川 ひろみ

RCh 優 94.8 278 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 松井 義純

RCh 優 94 272 ﾋﾞｯｷｰ ﾌｫﾝ ｷｭｰﾅｰ ﾍﾙﾄ 矢納 深雪 宗平 博士

RCh 優 93.2 219 ﾘｭｰｸ ｵﾌﾞ ｼﾙｳﾞｧｰ ﾖｼﾐ 村里 一史 神田 まるみ

RCh 優 93.1 243 ﾆｳﾞｫ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 川崎 大 須永 武博

RCh 優 90 231 ｱﾙﾌﾚｰﾄ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄ ﾘｯﾀｧ 三條 研索 三條 研索

ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ

出場



 2022年Tch 足跡追及 ≪第三班 成績≫ 上位4頭(同点含む) ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ進出

ﾀｲﾄﾙ 評価 得点 ｾﾞｯｹﾝ 犬名 所有者 指導手

特良 89.8 206 ﾗﾊﾞﾝ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 玉腰 佳弥 湊 臣正

良 76 279 ﾍﾞﾃｨｰ ｵﾌﾞ ｱﾜ ﾅｶﾆｼ 村橋 賢二 村橋 賢二

良 70.2 236 ﾍﾞﾙﾅ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ 松田 亜紀 松田 亜紀

65.5 222 ｲｪｯﾀ ﾌｫﾝ ｼｬｲﾈﾝ ｷｰﾌｧｰ 髙橋 五月 髙橋 五月

56.7 244 ﾘﾝ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ 岩木 和裕 二星 卓哉

56.4 277 ｸｳﾞｪﾗ ﾌｫﾝ ﾏﾂﾓﾄ ｱｶｻﾞﾜ 望月 利彦 望月 利彦

51.7 247 ﾍﾞｱﾄﾘｽ ﾌｫﾝ ﾋﾗｺ 小林 素和 丹羽 慶子

38.5 214 ｷﾞｾﾞﾗ ﾌｫﾑ ﾌﾝﾃﾞ ｼｭｰﾚ 扇谷 泰之 芦田 任巨

31.5 260 X-ｸｨｰﾝ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ 吉岡 友里絵 吉岡 友里絵

31 224 ｲﾔﾝ ｵﾌﾞ ｴﾝﾄﾞﾄﾞﾝﾃｨｯｸ ｻｰｼﾞｪﾘｰ 山下 まち子 藏 ひろみ

30.4 208 ﾏｲﾝﾊﾙﾄ ﾌｫﾝ ｼｺｸ ｲｼﾂﾞﾁｿｳ 川端 啓子 島田 薫

30.4 269 ﾍﾞｽ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾒﾀﾞﾘｽﾄ 境 史雄 境 史雄

29 239 ｻﾞﾐｰ ﾌｫﾝ ﾌｪﾙﾄ ｲﾝﾅｰ 原田 孝一 原田 孝一

27.8 237 ｶﾞﾙｼｱ ｵﾌﾞ ｳｴｽﾄ ｱｼﾀﾞ 橋本 坦 橋本 坦

27.8 268 ｳｳﾞｧ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ 浅沼 まり古 信達谷 美帆

27.5 234 ｸﾞﾝﾄﾞ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾛｯｸ 大津 敏 岩切 仁美

27 263 ﾕｰﾅ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 江尻 仲二 江尻 仲二

26.8 273 ｶﾘﾌ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ 大津 敏 池上 裕二

26.7 276 ﾅﾝﾅ ｵﾌﾞ ｶｶﾞ ﾗｳﾞﾘｰ 佐藤 宏亮 菅原 恭子

24.9 250 ｶﾚﾝ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ 小林 洋子 小林 洋子

24 223 ﾐﾙﾀﾞ ｵﾌﾞ ｱｳﾄｻｲﾀﾞｰ 岡田 裕実 古海 正城

18 251 ﾚﾃﾞｨｰ ﾌｫﾝ ﾔﾏﾐ ﾏﾙｾｲｿｳ 早川 真幸 塩澤 美有紀

18 257 ﾍﾗｰ ﾌｫﾑ ｱｲｾﾞﾝﾊﾞｯﾊｰ ｼｭﾛｽ 池田 紀子 池田 紀子

18 259 ﾚﾝﾂ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 谷 一孝 湊 臣正

18 262 ﾗｰ ﾌｫﾝ ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ ｼｭｳﾞｧﾈﾝ 山本 千絵 山本 千絵

18 266 ｸﾆﾍﾞﾙﾀ ｵﾌﾞ ﾏｲ ﾊﾋﾟﾈｽ 加藤 百合子 白藤 貞治

18 275 ﾛｰﾄﾞ II ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 小楠 真由美 山口 京子

16.5 242 ｱﾝ ﾌｫﾝ ﾂｶﾞﾙ ﾃﾙ 鈴木 章司 鈴木 章司

15.2 230 ｳﾍﾞﾙﾄ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 須永 武博 石井 友子

10 245 ｱﾘｴｽ ﾌｫﾝ ｸﾞﾗﾝﾂ ﾍﾞｶﾞ 鈴木 宏幸 鈴木 宏幸

10 249 ﾊﾞﾛﾝ ﾌｫﾝ ﾄｸｼﾏ ﾀｹｲﾁ 中川 カズ子 今村 博美

9.4 207 ｴﾃﾞｨｰ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 松田 光生 中田 道治

7 225 ｱｯﾄ ﾌｫﾝ ﾂｶﾞﾙ ﾃﾙ 木村 輝子 木村 輝子

7 255 ｴｸﾞﾍﾞﾙﾄ ｵﾌﾞ ﾛｯｸﾊﾝﾄﾞ ｴｻｼ 伊藤 栄一 伊藤 栄一

5 265 ｱﾙﾋﾞﾗ ﾌｫﾑ ﾏｯｾﾙ ｼｭﾃﾙﾝ 岩井 智二 岩井 智二


