
≪ 足 跡 追 及 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 99.3 128 ｴﾐﾘｰ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 上田 清 二星 卓哉 広島 西

2位 優 99.3 174 ｸﾞﾅ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 平井 三和子 岩政 真理 岐阜 西

3位 優 99.3 121 ｳﾞｧﾝ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 川野 静子 川野 静子 神奈川 東

4位 優 99.3 115 ｸﾙﾄ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ 渋谷 明 梅田 恭彦 岩手 東

5位 優 99.3 2 ﾎﾞﾆｰ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｰｽｼｭﾌﾟｰｧ 吉田 しのぶ 吉田 しのぶ 広島 西

6位 優 99.3 50 ﾌﾞﾙｰﾛｰｾﾞ ﾂﾑ ｱﾝﾄﾜｰﾌﾟ ﾁｬｰﾙｽﾄﾝ 森本 兼三 島田 紀子 奈良 西

7位 優 98.5 109 ｳﾞｨｰﾀ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ 外和 吉郎 外和 信弘 青森 東

7位 優 98.5 114 ﾀﾞｲﾅ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 佐藤 瑛一 二星 卓哉 広島 西

9位 優 98.1 31 ｾｼﾙ ｵﾌﾞ ﾛｯｸﾊﾝﾄﾞ ｴｻｼ 菊池 洋 菊池 洋 岩手 東

10位 優 98 39 ﾃﾞｨｱﾅ ｵﾌﾞ ﾛｯｸﾊﾝﾄﾞ ｴｻｼ 菊池 洋 梅田 恭彦 岩手 東

優 97.5 134 ﾄﾞﾘｰﾑ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 秋本 洋子 秋本 洋子 兵庫 西

優 97 234 ｳﾞﾙﾌｧ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 北門 智奈美 阿部 弘明 奈良 西

優 96.3 103 ｵﾃﾞｨﾈ ﾌｫﾝ ｸﾗｲﾝ 竹村 勇一 竹村 勇一 秋田 東

優 96.1 176 ﾗｲｻﾞ ｵﾌﾞ ｱﾜｼﾞｱｲﾗﾝﾄﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ 中村 薫 山縣 忠義 広島 西

優 96 15 ｶｯｼｬ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ 伊藤 栄一 伊藤 栄一 宮城 東

優 96 54 ｶﾘｰﾅ ﾌｫﾑ ｸﾞﾛｰｾ ﾍﾞｰｱ 武市 次信 武市 次信 徳島 西

優 96 105 ﾕｰﾏ ﾌｫﾝ ﾊﾁﾉﾍ ｻﾄｰ 佐藤 松男 佐藤 松男 青森 東

優 94.8 30 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 広島 西

優 94.2 123 ﾏﾘｱ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ﾉﾙﾈ 坂井 稔 坂井 稔 茨城 東

優 93 148 ｸｾﾆｱ ﾌｫﾝ ｲｸﾊｼ ｷｼﾞﾏ 小田原 員人 小田原 員人 宮崎 西

優 93 206 ﾌﾕｶ ﾌｫﾑ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ｶｲｻﾞｰ 神田 まるみ 神田 まるみ 広島 西

優 90 58 ｸｰ ﾌｫﾝ ﾜｶﾔﾏ ﾀｸﾗ 末吉 德実 時政 寿子 大阪 西

特良 89 47 ｱﾘｽ ﾌｫﾝ ｸﾗｲﾝ ﾗﾘﾏｰ 早川 真幸 塩澤 美有紀 千葉 東

特良 88 7 ｵﾙﾃｨﾗ ﾌｫﾝ ｻｲﾀﾏ ｼﾉﾊﾗｿｳ 篠原 政幸 篠原 政幸 千葉 東

特良 87.7 5 ｸﾞﾛﾘｱ ﾌｫﾝ ｼｺｸ ﾑﾗﾊｼ 飯塚 正 堀内 壽子 埼玉 東

特良 86.8 222 ｴｲﾐｰ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 中井 章惠 中井 善雄 京都 西

特良 86 152 ｷｬﾛﾙ ﾌｫﾝ ﾜｶﾔﾏ ﾀｸﾗ 田倉 成幸 田倉 成幸 和歌山 西

良 77.5 10 ｸｳﾞｪﾚ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 西野 惠子 西野 惠子 山口 西

良 70.4 153 ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨ ﾌｫﾝ ﾐﾔｷﾞ ﾒｸﾞﾛ 伊藤 栄一 伊藤 栄一 宮城 東

良 70 32 ﾌﾘｯｶ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾙｰ ﾌﾟﾚｲﾝ 長門 美希 長門 美希 和歌山 西
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66.5 141 ｱﾘｰ ﾌｫﾝ ｶｽﾞｻ ｴｲｺｰｿｳ 三原 邦夫 篠原 政幸 千葉 東

65 117 ﾂｨｯﾀ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ M. ﾜﾝ 松本 鈴子 松本 鈴子 静岡 東

64.5 133 ｸｾﾆｱ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ﾁﾊﾞ ｼﾗﾀ 山口 京子 山口 京子 千葉 東

56 1 ｺﾞﾝｸﾞ ﾌｫﾝ ｼｺｸ ﾑﾗﾊｼ 外和 てる 外和 信弘 青森 東

55 215 ｲｳﾞｫﾘｰ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ T. ﾓﾁ 福沢 正司 福沢 正司 長野 東

49 229 ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾘﾅ ﾌｫﾝ ｼｭﾛｽ ﾗｲﾃﾝ 熊崎 ルミ 古海 正城 千葉 東

49 236 ﾁｪﾘｨ ﾌｫﾝ ﾜｶﾔﾏ ﾀｸﾗ 津村 孝房 津村 孝房 和歌山 西

47 108 ｹﾅ ｵﾌﾞ ｱﾜｼﾞｱｲﾗﾝﾄﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ 吉田 豊樹 板垣 純代 兵庫 西

40 207 ｶｽﾃﾗ ｵﾌﾞ ｻﾗ ﾛﾌﾞｽﾀ 菅原 恭子 菅原 恭子 茨城 東

38 150 ｶﾛﾗｲﾝ ﾌｫﾝ ｸﾞﾘｭｯｸｽﾀｰｸ 小畠 章二 今村 博美 広島 西

31.4 34 ｼﾞｪﾝﾄ ｵﾌﾞ ｴﾝﾄﾞﾄﾞﾝﾃｨｯｸ ｻｰｼﾞｪﾘｰ 塩見 聰 塩見 聰 兵庫 西

29 20 ｶｰﾗ ﾌｫﾑ ﾈｰﾍﾞﾙ ﾄﾞﾙﾌ 坂元 美智代 坂元 美智代 熊本 西

28.5 225 ﾗｲﾏ II ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 橋本 賢 新井 倫子 栃木 東

23.5 143 ﾗﾝﾂｪ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 入江 史典 入江 史典 茨城 東

23.5 178 ｱｷﾞﾗ ﾌｫﾝ ｷｭｰﾅｰ ﾍﾙﾄ 今西 輝人 阿部 弘明 奈良 西

20 3 ﾂｨﾍﾞﾙﾀ ﾌｫﾑ ｱｲｾﾞﾝﾊﾞｯﾊｰ ｼｭﾛｽ 白石 多満美 池上 裕二 栃木 東

20 14 ﾛﾍﾞﾙﾄ III ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ｳﾞｧﾝﾀﾞｰﾌｧﾙｹﾝ 小池 憂 小池 憂 富山 西

20 223 ｶｰﾘﾝ ｵﾌﾞ ﾛｯｸﾊﾝﾄﾞ ｴｻｼ 菊池 洋 梅田 恭彦 岩手 東

20 224 ﾍﾞﾙ ｵﾌﾞ ｽﾏｰﾄ ﾁｬｲﾙﾄﾞ 谷 一孝 川村 歩惟 岐阜 西

19.2 221 ﾕｯｶ ﾌｫﾝ ﾊﾁﾉﾍ ｻﾄｰ 木村 輝子 木村 輝子 青森 東

19 41 ｸﾛﾀｰﾙ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 関本 幹人 関本 幹人 栃木 東

18 51 ｸｳﾞｧﾝﾄ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 川﨑 幸恵 須永 武博 群馬 東

15 146 ｲｯﾀｰ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 緒方 浩三 青原 恭弘 和歌山 西

14 6 ｴﾐｭｳ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 宮崎 由妃 杉山 由記子 愛知 西

14 212 ｱﾝﾅ ﾌｫﾝ ﾀｲｼ 藤江 博征 白藤 貞治 京都 西

11 102 ｲﾐﾙ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 湊 臣正 川村 歩惟 岐阜 西

5 55 ｱﾙﾊﾞ ﾌｫﾝ ﾊﾁﾉﾍ ｻﾄｰ 吉田 裕幸 吉田 裕幸 秋田 東

5 107 ｸﾛﾃｨﾙﾄ ﾌｫﾑ ﾊｲﾒﾘﾋ 古海 正城 古海 正城 千葉 東

2.5 24 ｹﾞﾙﾃﾞｨ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 浅野 英明 湊 臣正 岐阜 西

0 53 ｸﾞﾘﾑ II ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 鈴木 博房 鈴木 博房 茨城 東


