
【臭気選別成績一覧】 ～開催日 :

Page : 1
出場頭数： 頭 決戦出場頭数(*) 頭

2019/06/01 2019/06/02
101 7

Chg： 頭( %) R.Ch： 頭( %)32 31.7 14 13.9

Ch 優
順位 ｾﾞｯｹﾝ 犬名得点 登録番号 指導手住所所有者住所所有者名 指導手名

309 ｺﾛﾅﾙ (ｵﾌﾞ ﾘﾊﾞｰ ﾀﾞﾙ)

河本 久美子

100.0 L-68415 山口 山口

河本 久美子

* ｶﾜﾓﾄ ｸﾐｺ ｶﾜﾓﾄ ｸﾐｺ1位

Chg 優
順位 ｾﾞｯｹﾝ 犬名得点 登録番号 指導手住所所有者住所所有者名 指導手名

116 ﾄﾞﾝ ﾌｫﾑ ｱｲﾝｽ ｴｰﾍﾞﾝﾊｲﾄ

矢口 健治

100.0 S-421268 茨城 茨城

矢口 健治

* ﾔｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ ﾔｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ2位

111 ｺｯﾎﾞ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ

松澤 典子

100.0 S-418637 兵庫 兵庫

松澤 典子

* ﾏﾂｻﾞﾜ ﾉﾘｺ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾉﾘｺ3位

203 ｽｰ ｵﾌﾞ ﾋﾞｯｸﾞ ﾛｰﾄﾞ

西野 惠子

100.0 L-67369 山口 山口

西野 惠子

* ﾆｼﾉ ｹｲｺ ﾆｼﾉ ｹｲｺ4位

402 ﾊｯﾋﾟｰ ｵﾌﾞ ﾁﾊﾞ ﾎﾞｯｸｽﾄｩﾘｰ

堀内 辰夫

100.0 S-415052 茨城 茨城

堀内 辰夫

* ﾎﾘｳﾁ ﾀﾂｵ ﾎﾘｳﾁ ﾀﾂｵ5位

2 ﾚﾌ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ

二星 浩美

100.0 S-419404 広島 広島

二星 卓哉

* ﾆﾎﾞｼ ﾀｸﾔ ﾆﾎﾞｼ ﾋﾛﾐ6位

408 ｼﾞｬｽﾐﾝ ｵﾌﾞ ﾌｪｱ ｳｨﾝﾄﾞ

杉山 由記子

100.0 L-66018 愛知 愛知

宮﨑 秀之

* ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｷｺ7位

13 ﾛｰｹﾞ ﾌｫﾑ ﾗｲﾄﾏﾝ

竹本 昌生

100.0 L-66871 京都 京都

下農 勝

ｼﾓﾉ ﾏｻﾙ ﾀｹﾓﾄ ﾏｻｵ8位

104 ｹﾌｪｳｽ ｵﾌﾞ ｳｨｽﾞ ﾄｰﾗｽ

小森 薫

100.0 S-419611 三重 愛知

太田 智恵

ｵｵﾀ ﾁｴ ｺﾓﾘ ｶｵﾙ8位

119 ｸﾗﾌﾄ ｵﾌﾞ ﾌｫﾝ ｳﾞｪﾘﾃ

安達 富三

100.0 S-415884 神奈川 神奈川

伊藤 尚孝

ｲﾄｳ ﾅｵﾀｶ ｱﾀﾞﾁ ﾄﾐｿﾞｳ8位

221 ﾌﾞﾙﾈｽ (ｵﾌﾞ ﾊﾟｰﾙ&ﾚｲﾝﾎﾞｰ M.)

岩倉 和枝

100.0 G-10384 鳥取 鳥取

松井 尚成

ﾏﾂｲ ﾋｻﾅﾘ ｲﾜｸﾗ ｶｽﾞｴ8位

310 ﾊｯﾋﾟｰ ｵﾌﾞ ﾌｪｱ ｳｨﾝﾄﾞ

時政 寿子

100.0 L-64813 奈良 大阪

足立 輝雄

ｱﾀﾞﾁ ﾃﾙｵ ﾄｷﾏｻ ﾄｼｺ8位

314 ﾗﾝﾀﾞ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ

畑野 有紀

100.0 L-65386 奈良 大阪

河本 ますみ

ｺｳﾓﾄ ﾏｽﾐ ﾊﾀﾉ ﾕｷ8位

321 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

100.0 L-62429 山口 山口

西野 惠子

325 ｳﾞｨｰﾅｽ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

二星 浩美

100.0 S-415036 広島 広島

二星 浩美



【臭気選別成績一覧】 ～開催日 :
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出場頭数： 頭 決戦出場頭数(*) 頭

2019/06/01 2019/06/02
101 7

Chg： 頭( %) R.Ch： 頭( %)32 31.7 14 13.9

Chg 優
順位 ｾﾞｯｹﾝ 犬名得点 登録番号 指導手住所所有者住所所有者名 指導手名

10 ﾊﾞﾋﾞｯﾄ (ｵﾌﾞ G.B.Y.ﾄﾞｯｸﾞﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ)

信達谷 美帆

100.0 L-68225 愛知 愛知

加藤 昌弘

112 ｿｰﾆｰ ｵﾌﾞ ﾄｼｴ ﾜｰﾙﾄﾞ

山田 侑里

100.0 L-67311 愛知 愛知

横井 英一

211 ｲｻﾞﾍﾞﾗ (ｵﾌﾞ ｴﾘｰﾄ ｷﾀｼﾞﾏ)

南 和

100.0 G-10325 群馬 群馬

吉井 彰

220 ﾕﾘｶ ｵﾌﾞ ﾌｸｲ ｼｬｲﾆﾝｸﾞｽﾀｰ

松本 浩

100.0 S-417700 福井 福井

池本 委加

226 ｱｶﾈ ｵﾌﾞ S. ｼﾄﾈ

松本 浩

100.0 G-8893 福井 福井

白木 清正

227 ﾔｰﾈ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｪﾙｼｭﾀﾝﾄﾊｲﾑ

里川 ひろみ

100.0 S-417533 埼玉 埼玉

小楠 真由美

316 ﾗﾔｰ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｪﾙｼｭﾀﾝﾄﾊｲﾑ

堀内 壽子

100.0 S-407823 埼玉 埼玉

堀内 壽子

201 ﾌﾞﾗｯｸ ｵﾊﾟｰﾙ ｵﾌﾞ ﾐｵｻﾗ

河野 治子

100.0 L-65746 愛媛 愛媛

中塚 暢子

14 ﾔｰﾙ ﾌｫﾑ ﾗｲﾄﾏﾝ

青原 依意子

100.0 S-416885 和歌山 和歌山

青原 恭弘

414 ｲﾙﾏ ﾌｫﾑ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ｶｲｻﾞｰ

坂下 満

100.0 S-416883 大阪 大阪

八木 幸雄

320 ﾊﾞｰﾔ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ

外和 信弘

100.0 S-421024 青森 青森

外和 吉郎

323 ﾍﾞﾙ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ

堀内 辰夫

100.0 L-67905 茨城 茨城

堀内 辰夫

118 ﾀﾞﾝﾋﾙ (ｵﾌﾞ ﾄﾖﾊｼ ﾋﾛﾅｶ)

中川 真奈

96.0 L-67749 愛知 愛知

舩橋 晴美

207 ﾌｧﾑ ﾌｧﾀｰﾙ ｵﾌﾞ ｻﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾊﾞｳﾑ

小林 洋子

96.0 L-68307 愛知 愛知

小林 洋子

214 ｱﾝｼﾞｭ ﾌｫﾝ ｴｰｳﾞｨｹﾞｽ ｸﾞﾘｭｯｸ

吉永 由紀子

96.0 S-416285 山口 山口

吉永 由紀子

224 ｳﾙﾃｨﾏ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ

寺内 早苗

96.0 G-9991 滋賀 滋賀

寺内 早苗

302 ｱﾘｽ ｵﾌﾞ ｼﾏﾅﾐ ﾎﾝﾘｭｰｿｳ

藏 ひろみ

96.0 L-66222 京都 京都

黒田 明
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5 ﾗﾑﾍﾞﾙﾄ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｼｵﾝ

眞榮田 祐規乃

92.0 S-418562 沖縄 沖縄

下地 幹郎

16 ｲｰｸﾞﾙ ｵﾌﾞ C.K. ﾍﾞｯｸ

小森 薫

92.0 L-67809 愛知 愛知

大角 呼正

103 ｽｳｨｰﾄ ｺﾃｰｼﾞ ﾌﾟﾘﾝｽ

川上 順利

92.0 G-10348 千葉 千葉

川上 順利

206 ﾗﾗ ｵﾌﾞ ﾊｲ ｳﾞｨｶﾞｰ

福留 建二郎

92.0 S-407851 高知 高知

福留 建二郎

209 ﾆﾆ ﾌｫﾝ Y.S. ｲｾｻｷ

松浦 哲也

92.0 L-67442 千葉 千葉

松浦 哲也

223 ﾍﾟｷﾞｰ ﾌｫﾝ ｳｴｽﾄ ﾏｳﾝﾃﾝ

里川 ひろみ

92.0 B-10496 埼玉 埼玉

藤井 雅也

324 ﾌﾞﾗｯｸ ｱﾒｼﾞｽﾄ ｵﾌﾞ ﾐｵｻﾗ

河野 治子

92.0 L-65747 愛媛 愛媛

中塚 暢子

326 ｱﾗﾍﾞｽｶｰﾄ ｵﾌﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾌｫﾚｽﾄ

田伏 和子

92.0 L-66664 和歌山 和歌山

林 正典

403 ｶﾝﾅ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

寺内 早苗

92.0 L-67116 滋賀 滋賀

寺内 早苗

406 ﾉﾙﾈ ﾌｫﾑ ﾗｲﾄﾏﾝ

白藤 貞治

92.0 L-67567 京都 京都

小畑 俊明

417 ｸﾘｯｼｰ (ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾋﾙ ﾅﾝﾖ)

河野 政德

92.0 L-66873 愛媛 愛媛

谷口 丈二

110 ｱﾘｰ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ

林 久乃

91.0 S-420938 青森 青森

林 久乃

208 ｵｰﾛﾗ (ｵﾌﾞ ﾎﾜｲﾄ ﾊｳｽ)

福岡 達生

91.0 G-10286 秋田 秋田

福岡 達生

409 ｱﾙﾙ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾎｸﾗ

二星 浩美

91.0 S-420491 広島 広島

原 泰雄

特良
順位 ｾﾞｯｹﾝ 犬名得点 登録番号 指導手住所所有者住所所有者名 指導手名

105 ﾌｪﾘｯｸｽ ｵﾌﾞ ｸﾞﾚｲﾌﾟｳﾞｧｲﾝ

徳永 達実

87.0 L-67390 愛媛 愛媛

岡本 和幸
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特良
順位 ｾﾞｯｹﾝ 犬名得点 登録番号 指導手住所所有者住所所有者名 指導手名

410 ｱﾙﾋﾞﾉｲｴﾛｰ ｵﾌﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾌｫﾚｽﾄ

田伏 和子

87.0 L-66665 和歌山 和歌山

林 正典

411 ﾌｭｶｽ (ｵﾌﾞ ｸﾞﾝﾏ ﾑﾗｷ)

里川 ひろみ

87.0 G-10424 埼玉 埼玉

小楠 真由美

17 ﾎﾞｽﾄﾝ ﾘﾝﾀ ﾌｫﾝ ﾃﾞﾝ ﾎｰｴﾝ ﾂｳﾞｧｲｹﾞﾝ

市川 久実

85.0 L-68703 千葉 千葉

木下 孔明

101 ｸﾛｰﾄﾞ ﾂﾑ ﾏｸｽｨﾏｰﾙ ﾌﾞﾙｰﾄ

徳永 達実

85.0 L-67897 愛媛 愛媛

山口 美佳

102 ｱﾗﾑｰﾄ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ

松田 亜紀

85.0 S-420940 埼玉 埼玉

磯部 靖宏

113 ﾋﾞｯﾂ ｵﾌﾞ ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ ｽﾀｰ

小林 素和

85.0 L-63343 愛知 愛知

山内 成雄

114 ｵﾘｵﾝ ｵﾌﾞ ｴﾝﾄﾞﾄﾞﾝﾃｨｯｸ ｻｰｼﾞｪﾘｰ

山内 昌靖

85.0 S-415476 沖縄 沖縄

玉城 秀一

117 ｱｸｾﾙ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆｨ ｽﾀｰ

保居 円香

85.0 L-67263 京都 京都

安藤 香代子

212 ﾔｰﾗ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ

湊 臣正

85.0 S-416318 岐阜 岐阜

玉腰 佳弥

213 ｵﾙｶﾞ ﾌｫﾑ ﾊｲﾃﾞﾝｼｭﾊﾟｰｽ

宮田 聖美

85.0 S-412404 高知 高知

宮田 聖美

216 ｸﾗﾌﾀ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ

二星 浩美

85.0 S-418641 広島 広島

松田 正典

217 ｱﾙﾅ ｵﾌﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾌｫﾚｽﾄ

田伏 和子

85.0 L-66663 和歌山 和歌山

西川 エミ

219 ｹﾞﾌﾞﾄﾙｰﾄ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｼｵﾝ

眞榮田 祐規乃

85.0 S-413323 沖縄 沖縄

眞榮田 祐規乃

222 ﾊﾞﾆｰ ｵﾌﾞ ｼﾏﾅﾐ ﾎﾝﾘｭｰｿｳ

徳永 達実

85.0 L-66906 愛媛 愛媛

豊島 隆司

312 ﾉｱ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

細野 優子

85.0 S-422134 長野 長野

細野 優子

315 ｲｪﾙﾊﾞ ﾌｫﾝ ﾊﾞｲｺｰｿｳ ｿﾞｰﾝ

里川 ひろみ

85.0 S-421684 埼玉 埼玉

小暮 晃

322 ﾃｽ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ

小林 玄太

85.0 L-64440 愛知 愛知

佐藤 俊彦
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出場頭数： 頭 決戦出場頭数(*) 頭
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101 7

Chg： 頭( %) R.Ch： 頭( %)32 31.7 14 13.9

特良
順位 ｾﾞｯｹﾝ 犬名得点 登録番号 指導手住所所有者住所所有者名 指導手名

415 ｱﾝｼﾞｪﾛ ﾌｫﾝ ﾊｳｽ ｸｾﾆｴ

辻本 敦子

85.0 S-415917 大阪 大阪

辻本 敦子

順位 ｾﾞｯｹﾝ 犬名得点 登録番号 指導手住所所有者住所所有者名 指導手名

301 ﾍﾞﾙ ｵﾌﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾌｫﾚｽﾄ

田伏 和子

65.0 L-68396 和歌山 和歌山

田伏 和子

405 ﾕﾘｱ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｼｽﾞｵｶ

白坂 壽恵

65.0 S-412542 静岡 静岡

白坂 壽恵

順位 ｾﾞｯｹﾝ 犬名得点 登録番号 指導手住所所有者住所所有者名 指導手名

9 ﾁｬﾝﾌﾟ ｵﾌﾞ ｼﾏﾅﾐ ﾎﾝﾘｭｰｿｳ

徳永 達実

50.0 L-67792 愛媛 愛媛

豊島 隆司

115 ﾅｯﾂ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｼｽﾞｵｶ

山田 多絵

50.0 S-420370 静岡 静岡

大村 由美子

202 ﾍﾞﾘｰ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾒｸﾞ ﾊｳｽ

安達 智子

50.0 A-10379 神奈川 神奈川

井川 良子

210 ｱﾘｱ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

松村 聡美

50.0 L-68446 愛知 愛知

小林 洋子

306 ｲｯｼ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｼｽﾞｵｶ

神戸 裕司

50.0 S-409564 静岡 静岡

神戸 裕司

311 ﾊﾞﾝﾌﾞｰ ｵﾌﾞ ｷｮｳﾀﾝｺﾞ

中井 善雄

50.0 L-66940 京都 京都

加藤 百合子

413 ﾌﾛｰｳﾞｧ ｵﾌﾞ S. ｳｲｽﾀﾘｱ

鈴木 美貴子

50.0 S-418238 神奈川 神奈川

鈴木 美貴子

1 (ﾀｶｷ S.B.) ﾌﾞﾗｽｺ

里川 ひろみ

10.0 L-68417 埼玉 埼玉

長谷川 憲子

4 ﾊﾞﾃﾞｨ ｵﾌﾞ ﾐｵｻﾗ

河野 政德

10.0 L-65745 愛媛 愛媛

八坂 善教

6 ﾊﾙﾄﾏﾝ ﾌｫﾝ ﾒﾙﾍﾝｳﾞｪﾙﾄ

大谷 典子

10.0 L-67459 奈良 奈良

吉村 一宏

7 (ｸｼﾏ ｽﾀｰｽﾞ) ﾃﾞﾝﾊﾑ

岡野 健史

10.0 G-10657 京都 京都

山本 武志
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8 ｻﾞﾗﾃﾞｨﾝ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ﾌｪﾙｼｭﾀﾝﾄﾊｲﾑ

甲斐 美和子

10.0 S-409143 埼玉 埼玉

平野 裕二

106 ﾌｧﾝﾄﾑ ｵﾌﾞ ﾑｰﾝ ﾃﾞｻﾞｰﾄ

池上 裕二

10.0 D-67385 栃木 栃木

黒木 清

107 ﾍﾞｯｸ ｵﾌﾞ ｻﾗ ﾛﾌﾞｽﾀ

中村 久美子

10.0 S-411478 千葉 千葉

中村 久美子

109 ﾗﾆｰ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｼｽﾞｵｶ

橋本 坦

10.0 S-418364 静岡 静岡

橋本 坦

205 ｺｰﾃﾞﾘｱ ﾌｫﾝ ﾘｮｰ ｱｵｲ

小野寺 弘

10.0 S-416469 岩手 岩手

小野寺 弘

307 ﾍﾞｯﾂｨｰ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ T. ｻｲﾄｰ

松本 浩

10.0 S-411941 福井 福井

平本 敦子

308 ﾈﾙﾀﾞ ﾌｫﾑ ﾗｲﾄﾏﾝ

嘉瀬井 昌生

10.0 L-67563 京都 京都

亀谷 暁英

317 ｶﾞｯﾌｨ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ

小野寺 弘

10.0 S-412396 岩手 岩手

小野寺 弘

319 ｴﾋﾞｱﾝ (ｵﾌﾞ ｸﾞﾝﾏ ﾑﾗｷ)

里川 ひろみ

10.0 G-10324 埼玉 埼玉

小楠 真由美

401 ｸｨｰﾗ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ M. I. D.

松本 浩

10.0 G-10596 福井 福井

白木 清正

407 ﾃｨｱﾗ ﾌｫﾝ ｳｴｽﾄ ﾏｳﾝﾃﾝ

里川 ひろみ

10.0 B-10659 埼玉 埼玉

藤井 雅也

3 ｻﾞｯｸ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ

外和 信弘

0.0 L-67234 青森 青森

山岡 みな子

11 ﾔｰﾃﾞ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｼｽﾞｵｶ

坂本 昌代

0.0 S-412537 静岡 静岡

坂本 昌代

12 (ｲﾁｵ M.I.M.) ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ

佐合 智絵

0.0 G-10372 愛知 愛知

池田 美和子

15 ﾁｬﾝﾄﾞﾗｰ (ｵﾌﾞ ﾄﾖﾊｼ ﾋﾛﾅｶ)

岩村 豊子

0.0 G-9655 奈良 大阪

中尾 里美

18 ｱﾃﾞｨｰ ｵﾌﾞ J ﾀﾞｲｱﾝｻｽ

佐藤 真貴子

0.0 L-63930 埼玉 埼玉

斉藤 有希子

19 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ｱﾄﾞﾆｽ (ｵﾌﾞ ﾊｶﾀ ﾌｨｰﾙﾄﾞ)

川上 順利

0.0 G-10347 千葉 千葉

川上 順利
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108 ﾔｯﾂ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｼｽﾞｵｶ

永田 路子

0.0 S-412538 静岡 静岡

永田 路子

215 ﾐﾘｰ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ T. ｻｲﾄｰ

吉田 麻由

0.0 L-66324 愛知 愛知

小林 洋子

218 ｱﾘｼｱ ｵﾌﾞ ﾏｲ ﾊﾋﾟﾈｽ

黒田 明

0.0 L-64554 京都 京都

黒田 明

313 ﾋﾞｰﾈ ｵﾌﾞ S. ｼﾄﾈ

松本 浩

0.0 G-9542 福井 福井

白木 清正

327 ｱﾘｽ ﾌｫﾝ ｲﾖ ｾｲｽｲｿｳ

徳永 達実

0.0 L-65531 愛媛 愛媛

一色 章二

404 ﾃﾞｨｰﾀｰ (ｵﾌﾞ ﾘｭｰ ﾊﾟｰｸ ﾔﾏｸﾗ)

中川 真奈

0.0 G-10800 愛知 愛知

今井 陽子


