
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 ★ 99.5 209 ﾆｹ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 岡崎 真子 二星 卓哉 広島

Chg 優 ★ 99.2 231 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

Chg 優 ★ 99.1 241 ｲｿﾞﾙﾃﾞ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾙｰ ﾌﾟﾚｲﾝ 横山 申彦 青原 恭弘 和歌山

Chg 優 ★ 98.5 213 ﾃﾞｨﾅ ﾌｫﾝ ｵｸｲﾖ ｼﾛｶﾜ 西野 惠子 西野 惠子 山口

Chg 優 97.9 240 ｱｰﾙ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 太田 修三 吉田 しのぶ 広島

Chg 優 97.4 228 ﾌｨｶﾞﾛｰ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ 小林 洋子 小林 洋子 愛知

Chg 優 96.9 223 ｼﾞﾑﾆ ｵﾌﾞ ﾄﾞｰｹｼｿｳ 香西 迭男 香西 迭男 香川

Chg 優 96.6 206 ﾖｰｾﾞﾌ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾙｰ ﾌﾟﾚｲﾝ 矢口 健治 矢口 健治 茨城

Chg 優 95.5 205 ﾌﾞﾙｯｸ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 中井 嘉彦 島田 紀子 奈良

RCh 優 94.3 211 ｸﾘｱ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 岩倉 和枝 岩倉 和枝 鳥取

RCh 優 94.2 201 ﾅﾝｼｰ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ 渡辺 浄治 二星 卓哉 広島

RCh 優 94.1 215 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

RCh 優 94 221 ｸｰ ﾌｫﾝ ﾜｶﾔﾏ ﾀｸﾗ 末吉 德実 時政 寿子 大阪

RCh 優 91.3 214 ｱﾒｼﾞｽﾄｸｨｰﾝ ﾌｫﾝ ﾊﾞｳ ﾜｳ ﾒﾘﾎﾟﾗﾝ 桑原 悦子 伊藤 賢一 愛知

特良 88.9 227 ﾍﾞｽ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾒﾀﾞﾘｽﾄ 境 史雄 境 史雄 愛知

特良 88 232 ﾍﾞﾛｰﾅ ﾌｫﾝ ﾊﾁﾉﾍ ｻﾄｰ 佐藤 松男 佐藤 松男 青森

特良 87 217 ｸｳﾞｧﾝﾃﾞ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 小野寺 弘 小野寺 弘 岩手

特良 82.3 212 ﾕﾙ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 遠山 景行 遠山 景行 ⾧野

特良 82 203 ｲﾙｻﾞ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾙｰ ﾌﾟﾚｲﾝ ⾧門 美希 ⾧門 美希 和歌山

良 78 236 ﾅﾀﾘｰ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 小林 素和 松村 聡美 愛知

良 71.4 224 ﾌﾞﾘｯｸｽ ﾌｫﾝ ｶﾛｰﾗ ｺｼﾞﾏ 吉澤 幸浩 北爪 俊弘 群馬

良 71 219 ﾄﾙﾃﾞｨ ﾌｫﾑ ﾈｰﾍﾞﾙ ﾄﾞﾙﾌ 坂元 正廣 開田 宏 熊本

50 233 ｱﾌﾟﾘｺｯﾄﾌﾟﾘﾝｾｽ ﾌｫﾝ ﾊﾞｳ ﾜｳ ﾒﾘﾎﾟﾗﾝ 山下 樵太 山下 樵太 静岡

39 202 ﾆｳﾞｫ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 川崎 大 須永 武博 群馬

32.5 204 ｱﾚｽ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 伊深 新一 田上 健 宮城

32.5 218 ｶﾞﾙｼｱ ｵﾌﾞ ｳｴｽﾄ ｱｼﾀﾞ 橋本 坦 橋本 坦 静岡

30 207 ﾃﾞｨｰﾂ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ 外和 信弘 外和 信弘 青森

30 238 ｳｳﾞｧ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ 浅沼 まり古 信達谷 美帆 愛知

30 242 ﾃﾞﾗ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾛｯｸ 佐藤 隆行 池上 裕二 栃木

26 220 ﾋﾞｯｷｰ ﾌｫﾝ ｷｭｰﾅｰ ﾍﾙﾄ 矢納 深雪 宗平 博士 兵庫

26 235 ｱﾝﾅ ｵﾌﾞ ｷｼｭｰ ﾊﾋﾟﾈｽ 伊藤 栄一 伊藤 栄一 宮城

21 216 ｼﾞｸﾞﾙﾌ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ﾉﾙﾈ 佐藤 聖美 佐藤 聖美 福島

17 230 ﾅﾅ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 佐藤 瑛一 今村 博美 広島

17 239 ｱﾝﾄﾞﾛﾒﾀﾞ ﾌｫﾝ ﾏﾘｰｱﾝ ﾛｰｾﾞ 中原 哲史 青原 依意子 和歌山

13 222 ｼｬﾈﾙ ｵﾌﾞ ﾆｭｰ ｽﾌｨｰﾀﾞ 藤岡 めぐみ 梅田 恭彦 岩手

13 229 ｸﾞﾝﾄﾞ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾛｯｸ 大津 敏 岩切 仁美 栃木

9 208 ｱｯﾄ ﾌｫﾝ ﾂｶﾞﾙ ﾃﾙ 木村 輝子 木村 輝子 青森

9 225 ﾔｰﾙ ﾌｫﾝ ﾂｨｰﾙ ｴﾗｲﾋｪﾝ 池田 紀子 池田 紀子 栃木

9 226 ｻﾞｰﾗ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 蜂谷 正男 阿部 弘明 奈良

9 237 ﾍﾞﾙ ﾌｫﾝ ﾏﾂｻｶ ｱｽｶ 田﨑 大輔 西垣 堅志 大阪

8 243 ﾈﾘｰ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 安田 幸彦 湊 臣正 岐阜

4 234 ﾌｧﾙﾀﾞ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 阿部 明子 山本 明子 奈良


