
タイトル 評価 セミファイナル 得点 ゼッケン 犬名 所有者 指導手 嘱託

Chg 優 ★ 99.9 134 ｸﾞﾅ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 岩政 真理 岩政 真理 岐阜

Chg 優 ★ 99.7 104 ｱﾗﾝ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 林 久子 松岡 里砂 兵庫

Chg 優 ★ 99.7 142 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 奈良

Chg 優 ★ 99.6 102 ﾌｧﾝﾄ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 岡重 達也 山縣 忠義 広島

Chg 優 ★ 99.6 113 ｱﾙﾊﾞ ﾌｫﾝ ﾊﾁﾉﾍ ｻﾄｰ 吉田 裕幸 吉田 裕幸 秋田

Chg 優 99.1 117 ｱｸｾﾙ ﾌｫﾝ ﾏﾘｰｱﾝ ﾛｰｾﾞ 横山 申彦 青原 恭弘 和歌山

Chg 優 99 133 ｹﾌｪｳｽ ﾌｫﾑ ｸﾞﾛｰｾ ﾍﾞｰｱ 川崎 大 須永 武博 群馬

Chg 優 98.9 107 ｲﾙﾐﾉ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾙｰ ﾌﾟﾚｲﾝ 青原 恭弘 青原 依意子 和歌山

Chg 優 98.8 119 ｱﾐｰ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾃﾞﾝ ﾋﾅﾀ 半澤 清三郎 半澤 清三郎 福島

Chg 優 98.6 120 ﾀﾞｰﾋﾞｰ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 鈴木 賢治 湊 臣正 岐阜

Chg 優 98.5 114 ﾋﾞﾘｵﾝ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 細川 督夫 亀山 篤志 香川

Chg 優 98.4 106 ｱﾘｽ ｵﾌﾞ ﾋﾞｯｸﾞ ﾛｰﾄﾞ 藤飯 加代 保居 宏 京都

Chg 優 97.9 110 ﾄﾞﾘｯｸｽ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ﾍﾞｯｹﾝ 杉山 由記子 杉山 由記子 愛知

Chg 優 97.8 128 ｹｲﾄ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ 西尾 素実 嶋澤 純代 兵庫

Chg 優 97.7 118 ｱﾄﾘｱ ﾌｫﾝ ｸﾞﾗﾝﾂ ﾍﾞｶﾞ 宮田 聖美 宮田 聖美 高知

Chg 優 97.7 127 ﾌﾞﾚﾝﾀﾞ ﾌｫﾝ ﾏﾂｻｶ ｱｽｶ 太田 正隆 大森 弘士 三重

Chg 優 97.7 138 ﾄﾞﾝ ﾌｫﾑ ｱｲﾝｽ ｴｰﾍﾞﾝﾊｲﾄ 矢口 健治 矢口 健治 茨城

Chg 優 96.9 112 ｶｼｵﾍﾟﾔ ｵﾌﾞ ｳｨｽﾞ ﾄｰﾗｽ 太田 智恵 小森 薫 三重

Chg 優 96.6 131 ｵｯｼｰ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ 木村 輝子 木村 輝子 青森

Chg 優 96.1 135 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 静岡

RCh 優 94.7 116 ﾂｨｰﾀ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 米田 馨 米田 馨 青森

RCh 優 93.9 140 ﾋﾟｭｰﾚ ﾌｫﾑ ﾈｰﾍﾞﾙ ﾄﾞﾙﾌ 坂元 正廣 開田 宏 熊本

RCh 優 91.9 129 ﾗﾊﾞﾝ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 玉腰 佳弥 湊 臣正 岐阜

RCh 優 91.4 141 ﾏｲﾛ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 川﨑 幸恵 須永 武博 群馬

RCh 優 91.2 108 ｱﾙｺﾞﾙ ﾌｫﾝ ﾊﾞｳ ﾜｳ ﾒﾘﾎﾟﾗﾝ 川本 秀和 小林 玄太 愛知

特良 87.3 125 ﾘﾝ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ 岩木 和裕 二星 卓哉 広島

特良 84.7 122 ﾌｧﾘﾙﾄ ﾌｫﾝ ﾖﾅｺﾞ ｶﾜﾓﾄ 藤谷 文明 藤谷 文明 和歌山

特良 84.3 115 ﾉｱ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ 細野 優子 細野 優子 ⾧野

良 74.1 124 ｼｬﾈﾙ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 大道 克士 大道 克士 岡山

59.6 137 ﾍﾞﾙﾅ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ 松田 亜紀 松田 亜紀 埼玉

53 123 ｳﾒ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ｹﾝ ﾃﾞﾝ 田渕 哲次 信達谷 美帆 愛知

52.2 132 ｱﾙﾉﾝ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 野口 喜弘 塩澤 美有紀 千葉

47.6 111 ｶﾘﾌ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ 大津 敏 池上 裕二 栃木

45.8 103 ｲｽﾞ ｵﾌﾞ ﾛｯｸﾊﾝﾄﾞ ｴｻｼ 菊池 洋 梅田 恭彦 岩手

42.2 105 ｴﾄﾞｳｨﾝ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ｶﾃﾞﾝﾂ 堀内 壽子 阿利 直也 埼玉

27 101 ﾌﾞﾙﾉﾙﾌ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾛｯｸ 金井 弘行 池上 裕二 栃木

20.5 130 ﾕｰﾅ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 江尻 仲二 江尻 仲二 ⾧野

19.9 139 ｱﾄﾗｽ ﾌｫﾝ ｷｭｰﾅｰ ﾍﾙﾄ 外和 信弘 外和 信弘 青森

17.5 136 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 宮城

10.5 121 ﾍﾟﾄﾗ ﾂｰ ﾃﾞﾝ ﾍﾞﾙｼﾞｰｹﾞﾝ ﾍﾞﾙﾝ ⾧門 美希 ⾧門 美希 和歌山

9 126 ｱﾘｴｽ ﾌｫﾝ ｸﾞﾗﾝﾂ ﾍﾞｶﾞ 鈴木 宏幸 鈴木 宏幸 静岡

9 143 ﾌﾙﾋﾞﾅ II ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 小川 智子 阿部 弘明 奈良

8.6 109 ﾄﾚｰﾙ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 阿部 明子 山本 明子 奈良


