
≪ 臭 気 選 別 の 部 ≫
順位 評価 得点 ｾﾞｯｹﾝ 犬　名 所有者 指導手 都道府県 東西

1位 優 200 228 ﾍﾞｴﾃｨｰ ｵﾌﾞ ﾔﾏﾄ ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ ｻﾝ 西野 惠子 西野 惠子 山口 西

2位 優 200 324 ﾌｫﾙﾗｰ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｱｶﾞﾘｴ 山内 昌靖 山内 昌靖 沖縄 西

3位 優 200 311 ｱﾏﾘｱ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ﾕｰｼﾞﾝ 成毛 勝己 成毛 勝己 北海道 東

4位 優 200 202 ｸﾘｯｼｰ (ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾋﾙ ﾅﾝﾖ) 谷口 丈二 河野 政德 愛媛 西

5位 優 192 205 ﾕﾘｱ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｼｽﾞｵｶ 境 啓三郎 境 啓三郎 静岡 東

5位 優 192 208 ｳﾞｨｰﾅｽ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ 二星 浩美 二星 浩美 広島 西

5位 優 192 236 ｶﾝﾅ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ 寺内 早苗 寺内 早苗 滋賀 西

8位 優 190 113 (ｴｽﾍﾟﾗﾝﾄ) ｼﾞｬｯｸ ｱﾄ ﾏｲ ﾊｰﾄ 朝重 純代 朝重 純代 千葉 東

9位 優 188 216 (ｸﾞﾚｲｽﾌﾙ ﾗﾝﾄﾞ) ｱﾒｼﾞｽﾄ 中塚 暢子 河野 治子 愛媛 西

10位 優 187 322 ﾎﾙﾀﾞ ﾌｫﾑ ﾗｲﾄﾏﾝ 亀谷 暁英 竹本 昌生 京都 西

優 185 6 ｻﾞｳﾊﾞｰ ｵﾌﾞ C.K. ﾍﾞｯｸ 大角 呼正 吉岡 友里絵 愛知 西

優 185 121 ｷﾞﾝｺﾞ ｵﾌﾞ ﾍﾞﾙ ｴﾝｼﾞｪﾙ 太田屋 典子 太田屋 典子 埼玉 東

優 185 209 ｴﾝﾈ ｵﾌﾞ S. ｳｲｽﾀﾘｱ 外和 信弘 林 久乃 青森 東

優 185 210 ｼﾙｳﾞｨｱ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ 板垣 純代 金田 博樹 兵庫 西

優 185 307 ﾍﾞﾘｰ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄ ﾍﾟﾌﾞﾙ 野口 治子 野口 治子 神奈川 東

特良 179 302 ｸｻﾝﾃｨ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ 二星 卓哉 二星 浩美 広島 西

特良 179 313 ﾖｰﾗ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ 越川 尚男 牧 万貴 神奈川 東

特良 177 106 ﾌｧｽﾄﾗｰﾀﾞ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｼｵﾝ 仲里 みどり 山内 昌靖 沖縄 西

特良 177 115 ﾖｰｸｽ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｼｽﾞｵｶ 橋本 坦 橋本 坦 静岡 東

特良 177 118 ｸｾﾉ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 藤谷 文明 藤谷 文明 和歌山 西

特良 177 215 ｸﾘｵ (ｵﾌﾞ ﾁｮｰｶｲ ﾏｳﾝﾃﾝ) 池田 美子 村山 美樹 秋田 東

特良 177 218 ｸﾞﾚﾝﾊﾟﾄﾘｯｸ ｲｽﾗ 田中 満隆 徳永 達実 愛媛 西

特良 177 301 ﾌﾛｰﾗ ﾌｫﾝ ﾂｳﾞｧｲﾌﾞﾙｯｹﾝ 府川 雅世 安達 智子 神奈川 東

特良 177 303 ﾊｯﾋﾟｰ ｵﾌﾞ ﾁﾊﾞ ﾎﾞｯｸｽﾄｩﾘｰ 堀内 辰夫 堀内 辰夫 茨城 東

特良 175 23 ｱﾙｸｨﾝ (ｵﾌﾞ ｵｰｲﾀ ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ ｽﾄﾘｰﾄ) 川上 榮子 川上 榮子 千葉 東

特良 165 242 ｼｰﾗ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ 山本 百合一 板垣 純代 兵庫 西

良 150 7 ｺﾝﾄﾞﾙ ｵﾌﾞ L ｱﾝﾄﾞ J 二宮 小百合 二宮 小百合 茨城 東

良 150 206 ﾂｧﾗ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 山田 新平 関澤 和彦 京都 西
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110 20 ｱﾐﾀﾞ ｵﾌﾞ ﾖﾓｷﾞ ﾊｳｽ 増田 曉美 神田 まるみ 広島 西

110 21 ﾌﾗﾑ ﾌｫﾝ Y.S. ｲｾｻｷ 岩﨑 トキ 佐藤 太加之 埼玉 東

110 104 ｱﾙﾌｧ (ｵﾌﾞ ｼﾞﾗｿｰﾚ) 桑村 忠 西山 いづみ 兵庫 西

110 207 ｸﾞｰﾀﾞ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｼｽﾞｵｶ 白坂 壽恵 白坂 壽恵 静岡 東

110 220 ﾏﾘｰ ﾌｫﾝ ｱﾘﾏﾂ ｵｹﾊｻﾞﾏｿｳ 児玉 智恵子 岩倉 和枝 鳥取 西

110 238 ｹﾞﾌﾞﾄﾙｰﾄ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｼｵﾝ 眞榮田 祐規乃 眞榮田 祐規乃 沖縄 西

102 211 ﾊﾞﾙﾅｰ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ R.A. 山口 正 山口 正 神奈川 東

102 224 ﾍﾞｯｷｰ ｵﾌﾞ ｼｬﾛｳ ﾌｨｰﾙﾄﾞ 児島 学 白藤 貞治 京都 西

102 244 ｺｽﾄﾍﾞﾗ ﾌｫﾑ ﾗｲﾄﾏﾝ 安田 育煕 中井 善雄 京都 西

92 10 ﾀﾞﾘｱｽ ﾌｫﾑ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ｶｲｻﾞｰ 橋本 清子 芦田 任巨 奈良 西

92 308 ｳﾙﾃｨﾏ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 寺内 早苗 寺内 早苗 滋賀 西

87 119 X-ｶﾞｲｱｽ (ｵﾌﾞ H. ﾊｲ ﾌｨｰﾙﾄﾞ) 山尾 伸子 山尾 伸子 神奈川 東

85 226 ﾃｽ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ 佐藤 俊彦 小林 玄太 愛知 西

85 230 ｷｽ ﾐｰ ｺﾕｷ ｵﾌﾞ ｱｽｶ ﾀﾁﾊﾞﾅ 近藤 純子 杉山 由記子 愛知 西

85 312 ﾗﾝﾀﾞ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 河本 ますみ 畑野 有紀 奈良 西

85 317 ﾍﾟｷﾞｰ ﾌｫﾝ ｳｴｽﾄ ﾏｳﾝﾃﾝ 藤井 雅也 里川 ひろみ 埼玉 東

85 318 ｱﾙﾋﾞﾉｲｴﾛｰ ｵﾌﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 林 正典 田伏 和子 和歌山 西

85 319 ﾂｧﾈﾗ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ 山口 正 山口 正 神奈川 東

85 321 ﾗﾔｰ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｪﾙｼｭﾀﾝﾄﾊｲﾑ 堀内 壽子 堀内 壽子 埼玉 東

83 15 ﾔｰﾃﾞ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｼｽﾞｵｶ 坂本 昌代 坂本 昌代 静岡 東

65 225 ｼｬﾙﾏﾝﾀﾞﾙｸ ﾌｫﾑ ﾛｰｾﾞﾝ ﾄﾞｩﾌﾄ 加藤 静一 里川 ひろみ 埼玉 東

50 11 ﾆｯﾂｫ ﾌｫﾝ ﾊﾞｲｺｰｿｳ ｿﾞｰﾝ 大角 美智子 大角 美智子 神奈川 東

50 213 ｲｯｼ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｼｽﾞｵｶ 神戸 裕司 神戸 裕司 静岡 東

10 114 ﾄﾞﾙﾁｪ ｵﾌﾞ ﾌｪｱ ｳｨﾝﾄﾞ 宮川 健 杉山 由記子 愛知 西

10 217 ﾍﾞﾃｨｰ ｵﾌﾞ L ｱﾝﾄﾞ J 矢口 健治 矢口 健治 茨城 東

10 227 ｻ ｴ ﾗ ｼﾞﾝｼﾞｬｰ II 野田谷 洋子 杉田 忍 千葉 東

10 306 ﾓｰﾘ ﾌｫﾝ ﾌｸﾔﾏ ﾐﾔﾓﾄｿｳ 前田 博 宮本 誠 鳥取 西

10 323 ﾆﾆ ﾌｫﾝ Y.S. ｲｾｻｷ 松浦 哲也 松浦 哲也 千葉 東

10 327 ｺﾆｰ ﾌｫﾝ ﾄｰｷｮｰ ｼｹﾞﾙ 鈴木 勝巳 杉浦 基之 東京 東

0 8 ﾁｬﾝﾄﾞﾗｰ (ｵﾌﾞ ﾄﾖﾊｼ ﾋﾛﾅｶ) 中尾 里美 岩村 豊子 奈良 西

0 221 ｺｰﾃﾞﾘｱ ﾌｫﾝ ﾘｮｰ ｱｵｲ 小野寺 弘 小野寺 弘 岩手 東

0 315 ｲﾌﾟｼﾛﾝ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ 松田 亜紀 松田 亜紀 埼玉 東


