
取 扱 者 指 導 手 科目 犬　　名 ゼッケン

追及 ルイス ２

追及 ジルヴァ １１３

追及 エルモ ２２８

追及 クヴァルツ ２３９

畑野 有紀 選別 アルド １０９

選別 ヴィータ ３１３

選別 カンナ ２０４

追及 リア ９

追及 ブルノルフ １４０

追及 カリフ ２２３

追及 デラ １

市川 久実 市川 久実 選別 ボストン リンタ ６

追及 クララ １０４

追及 ロンドン ３７

岩政 真理 岩政 真理 追及 クヴァンデ １８

追及 ディスベルト １７

追及 イズ １０３

追及 ディアナ ２３４

大谷 直矢 大谷 直矢 追及 ルビー ２１

大谷 典子 大谷 典子 選別 ダイアン ４

追及 ダイムラー ３

追及 アール ２１６

追及 ベローナ １３２

追及 ブレンダ ２０

選別 ギブソン ８

小野寺 弘 小野寺 弘 選別 コーデリア ２０７

選別 アレックス １１８

選別 ブラウニー ２０６

亀山 伸二 亀山 篤志 追及 ビリオン ２６

選別 プリンス １０２

選別 ゴールデン　アドニス １４

追及 カシオペヤ ２３

選別 ケフェウス ３

選別 イーグル １１９

河本 久美子 河本 久美子 選別 コロナル ２１２

勘坂 真司 勘坂 真司 選別 アプリコット ２１０

追及 リューク １２２

追及 ルッセル ２０３

追及 フレア ３９

北爪 俊弘 北爪 俊弘 追及 ブリックス ２４

北野 和子 北野 和子 選別 イェッシー ２１１

追及 オッシー ２４０

追及 アット ６

神田 まるみ 神田 まるみ

木村 輝子 木村 輝子

今村 博美

川上 順利 川上 順利

河原 範子 小森 薫

大森 弘士 大森 弘士

上中 昇 上中 弘子

阿部 弘明

阿部 弘明

寺内 早苗

梅田 恭彦 梅田 恭彦

大沼 由二 大沼 由二

池上 行雄 池上 裕二

今村 博美



取 扱 者 指 導 手 科目 犬　　名 ゼッケン

黒田 明 追及 グスタフ ２１１

藏 ひろみ 追及 ベントレー １３９

追及 ジムニ ２０５

追及 レオン ２８

追及 ビック １０６

追及 エルグランド ３３

小林 素和 選別 カールマン ９

追及 フィガロー １０８

追及 カレン ４０

選別 アビゲール ２０９

追及 アモン ３１

追及 アルゴル １０５

選別 ハイン １８

選別 フェスタ ３０４

追及 アメジストクィーン ３０

追及 ヴァレリオ ２０４

選別 ファム ファタール ３１７

選別 ムート １０３

追及 ウメ ２３５

追及 バロン １２

選別 セレブ １２

丹羽 慶子 追及 バタフライ キス １２３

追及 ナタリー ２１７

選別 アリア ４０２

選別 アリエス １２０

選別 ザイローズ ２０８

追及 フライヤ ２３０

選別 ギンガ １

選別 ヴィヴィアナ ２１８

選別 ソーニー １０６

坂下 満 坂下 満 選別 イルマ ３０９

坂本 昌代 坂本 昌代 選別 ヤーデ １１

追及 ベローナ ７

追及 アニタ １３６

追及 レオ Ⅱ ２７

選別 フュカス ３０６

追及 アルノン ２０７

追及 ドリー ３５

嶋澤 純代 選別 ユンカー １０

追及 ドリーム １５

選別 エスプリ Ⅱ ５

花尻 好司 追及 アルナ １２５

嶋澤 純代 秋本 洋子

里川 ひろみ 里川 ひろみ

塩澤 美有紀 塩澤 美有紀

山田 侑里

佐藤 松男 佐藤 松男

伊藤 賢一

信達谷 美帆

松村 聡美

小林 新二 小林 新二

小林 素和

小林 洋子

小林 玄太

黒田 明

香西 迭男 香西 迭男



取 扱 者 指 導 手 科目 犬　　名 ゼッケン

追及 アロア ８

追及 ブルック １３７

白藤 貞治 白藤 貞治 選別 ノルネ ４０５

榛葉 諭司 追及 ベアトリス ２２４

杉本 良子 選別 ビル １３

鈴木 宏幸 追及 アリエス ３２

松本 鈴子 追及 ニータ １９

山下 樵太 追及 アプリコット プリンセス １１２

杉田 竜馬 杉田 竜馬 選別 レオ １５

追及 エリカ １０７

追及 ドリックス ２３８

選別 グレイシー ２１３

鈴木 美貴子 鈴木 美貴子 選別 フローヴァ ３０８

追及 ケフェウス ２３７

追及 クヴァント ２２

追及 ニヴォ １０２

追及 マイロ １１０

関澤 和彦 関澤 和彦 選別 ツァラ ３１１

追及 クサファ １１

追及 ニール ２２６

追及 アトラス １３８

追及 ディーツ ２０９

選別 シェリー ３０２

選別 バーヤ ２１４

追及 ディート ３８

追及 エド Ⅱ ２０６

選別 ヴァルドラン ３１８

選別 ライラ １０１

選別 ザック ７

追及 アレス ３６

追及 アルバ ２２１

追及 イザー １０９

田倉 成幸 田倉 成幸 追及 ブラッキー １１７

武市 次信 武市 次信 追及 カリーナ １２１

田中 香織 田中 香織 選別 ドゥックス １０４

田中 友子 田中 友子 追及 エルドナ １１９

選別 アルビノイエロー ４０７

選別 アラベスカート ３１９

選別 ベル ２０１

選別 アルナ ３１５

辻本 敦子 辻本 敦子 選別 アンジェロ ４０６

遠山 景行 遠山 景行 追及 ユル １１４

田上 健 田上 健

田伏 和子 田伏 和子

外和 信弘

外和 信弘

齋藤 千加

須永 武博 須永 武博

関本 幹人 入江 史典

榛葉 諭司

杉山 由記子 杉山 由記子

島田 健司 島田 紀子



取 扱 者 指 導 手 科目 犬　　名 ゼッケン

追及 クー ２９

選別 ハッピー ３１０

佐野 真理子 選別 B-シリウス １９

選別 バニー ３０１

選別 チャンプ １１１

選別 I-コテツ ２０

選別 クロード １６

追及 クロタール ゼロ １１５

選別 クロタール ゼロ １０５

中井 善雄 中井 善雄 選別 バンブー ４０８

永田 路子 永田 路子 選別 ヨハン １０８

追及 イルザ ２３２

追及 コストベラ ４

追及 ペトラ １１８

佐合 智絵 選別 ガヴァイン １７

中川 真奈 選別 ダンヒル １０７

西垣 堅志 西垣 堅志 追及 レモ ２１２

追及 ディナ ２１４

選別 アン ２１７

選別 スー ３０３

追及 ナンシー １０１

追及 イーグル ２５

追及 ニケ ２１３

追及 エルサ ３４

橋本 坦 橋本 坦 追及 ガルシア １３０

半澤 清三郎 半澤 清三郎 追及 アミー ２１５

追及 オルト １０

追及 ネロ １３３

藤本 芳成 藤本 芳成 追及 ケイト １２６

池田 紀子 追及 ヤール １６

髙橋 五月 追及 イエッタ １１６

追及 ノア １２８

選別 ノア ４０９

選別 ハッピー ２１６

選別 ベル ４０３

堀内 壽子 追及 ベツァウベルン １３１

追及 エドウィン １２４

追及 バーンブレッヒャー ５

米田 馨 米田 馨 追及 ツィータ ２２９

追及 アラン ２１０

追及 クサンティッペ １３４

追及 コッボ ２１８

選別 コッボ １１２

松岡 里砂 松岡 里砂

松澤 典子 松澤 典子

堀内 辰夫 堀内 辰夫

堀内 壽子
阿利 直也

古海 正城

細野 優子 細野 優子

二星 卓哉 二星 卓哉

東山 勲 東山 勲

南波 大二郎

西野 惠子 西野 惠子

朝重 慧乙 朝重 慧乙

長門 美希 長門 美希

時政 寿子
時政 寿子

徳永 達実 徳永 達実



取 扱 者 指 導 手 科目 犬　　名 ゼッケン

追及 イプシロン ２１９

選別 ジュノ ２０３

選別 アラムート １１７

松常 龍次 選別 フク ４１０

三浦 由子 選別 キューピッド １１４

選別 ユリカ ３１２

選別 ビーネ ４０１

選別 クィーラ ２１９

選別 ベッツィー ３０７

三谷 博一 三谷 博一 追及 インディー ２２７

追及 ベル １４

追及 ネリー ２０２

追及 アルビラ １２７

追及 ダービー １３５

南 利樹 南 利樹 追及 アーデル １３

峯田 武美 峯田 武美 追及 ハイエース ２２２

宮西 仁 宮西 仁 追及 カーリン ２２５

選別 クリスタル １１５

選別 チャーム ２０２

追及 ビッキー ２２０

選別 アダム １１０

元井 千恵美 元井 千恵美 選別 デイジー ３１４

保居 宏 追及 アリス ２３３

保居 円香 選別 アクセル １１６

山内 未央 山内 未央 追及 クセルクセス ２３１

追及 ライザ ２０８

追及 ファント ２０１

追及 ダルビッシュ ４１

追及 アルマ １２９

追及 シェリー １２０

選別 ナッツ １１３

選別 クィリナス ２

境 啓三郎 選別 オルタ ３０５

選別 キャンディ ４０４

選別 ニニ ２１５

吉田 しのぶ 吉田 しのぶ 追及 アール １４１

追及 エレナ ２３６

追及 アルバ １１１

吉永 由紀子 吉永 由紀子 選別 アンジュ ３１６

吉村 加代美 小川 智子 選別 ザーガ ２０５

吉田 裕幸 吉田 裕幸

山田 多絵
山田 多絵

湯澤 祥子 松浦 哲也

保居 宏

山縣 忠義 山縣 忠義

三好 一彦 三好 一彦

宗平 博士 宗平 博士

松本 浩 松本 浩

湊 臣正 湊 臣正

松田 亜紀 松田 亜紀

松常 龍次


