
全日本服従訓練競技大会 成績一覧
《プロⅡ部 順位決定戦》

成績 得点 ｾﾞｯｹﾝ 犬　　　名 犬種 性別 所有者 指導手

優勝 99 20 ｺﾘｰﾇ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ L メス 越川 尚男 安達 智子

第2位 98.9 31 ｳﾅ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ S メス 舟橋 孝文 船江 雅子

第3位 98.8 16 ｱﾃﾞｨｰ ｵﾌﾞ ﾋﾞｰﾍﾟﾗ ｶｺｶﾞﾜ L 牡 山本 博文 川口 哲央

第4位 98.4 48 ｳﾞｨｳﾞｨｱﾅ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ S メス 小林 素和 山田 侑里

第5位 94.1 45 ｼﾞｭﾘｱｽ ﾌｫﾝ ｼｭﾃﾙﾝ ｳﾞｨﾝﾀｧ S 牡 高橋 誠 梅田 恭彦

第6位 83.5 41 ﾌﾞﾙｯｸ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ S メス 中井 嘉彦 島田 紀子



全日本服従訓練競技大会 成績一覧
《プロⅡ部 A班》

審査員 ： 梅村 充

成績 得点 ｾﾞｯｹﾝ 犬　　　名 犬種 性別 所有者 指導手

99.6 20 ｺﾘｰﾇ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ L メス 越川 尚男 安達 智子

99.5 16 ｱﾃﾞｨｰ ｵﾌﾞ ﾋﾞｰﾍﾟﾗ ｶｺｶﾞﾜ L 牡 山本 博文 川口 哲央

99.1 31 ｳﾅ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ S メス 舟橋 孝文 船江 雅子

Chg 98.9 21 ｵｲﾘｯﾋ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｲｾ S 牡 鈴木 徹 藤原 裕子

Chg 98.5 35 ﾌﾚｱ ﾂﾑ ｱﾝﾄﾜｰﾌﾟ ﾁｬｰﾙｽﾄﾝ S メス 髙野 哲一 島田 紀子

Chg 98.4 34 (ﾄﾚｼﾞｬｰ ｼｯﾌﾟ ｱｵｲ) ﾐﾛ D 牡 日置 千春 松味 沙穂里

Chg 98.3 14 ｼｬﾈﾙ ｵﾌﾞ ﾆｭｰ ｽﾌｨｰﾀﾞ S 牡 藤岡 めぐみ 梅田 恭彦

Chg 98.2 28 ﾈｲﾁｬｰ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ S メス 境 育代 吉川 ひかり

Chg 98 17 ﾄﾗｳﾞｨｽ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ S 牡 小林 素和 山田 侑里

Chg 98 30 ﾌｪｽﾀ ﾂﾑ ｱﾝﾄﾜｰﾌﾟ ﾁｬｰﾙｽﾄﾝ S メス 榛葉 諭司 島田 紀子

Chg 96.7 19 ﾓﾐｼﾞ ｵﾌﾞ ﾌｸｲ ｼｬｲﾆﾝｸﾞｽﾀｰ L メス 伊吹 美幸 百田 千穂

Chg 96.5 29 ｳﾞｨｰﾅｽ ｵﾌﾞ ﾖｺﾊﾏ ｼﾞｭｳﾞｨﾅｲﾙ A メス 池部 敏市 安達 健

Chg 96.4 22 ﾍﾞﾙ ｵﾌﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾌｫﾚｽﾄ L メス 田伏 和子 田伏 和子

Chg 96.2 27 ｴｯｸｽ II ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ S 牡 外和 信弘 外和 信弘

Chg 96.2 32 ﾕﾘｳｽ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ S 牡 増田 聖真 阿曽沼 浩輝

Chg 95.8 33 ｴｸﾞﾏｰﾙ ｵﾌﾞ ﾛｯｸﾊﾝﾄﾞ ｴｻｼ S 牡 西野 みゆき 梅田 恭彦

Chg 95.1 24 ﾍﾞｵｳﾞﾙﾌ ｵﾌﾞ ｱｯﾌﾟﾙ ﾗｧﾘｽ S 牡 寺澤 はる美 松本 沙希

RCh 94.2 26 ｼﾞﾙﾀﾞ ﾃﾞﾙ ﾒﾃﾞｨﾃｯﾗｰﾈｵ S メス 弓場 裕加 弓場 裕加

RCh 90 25 ｼｪﾗ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ G メス 松岡 正美 信達谷 美帆

敢闘賞 88.5 18 ﾄﾞｩｰｴ ｵﾌﾞ ﾛｼﾞｰﾀﾞ 51 S 牡 伊藤 正博 中川 真奈

敢闘賞 86.2 23 ﾋﾞｼｭﾗ ﾁｴ ｵﾌﾞ ﾌｫﾚｽﾄ ｷﾝｸﾞ D メス 中山 松比古 百田 千穂

敢闘賞 86.1 13 ｶﾞﾙﾑ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ S 牡 外和 信弘 齋藤 千加

敢闘賞 79.9 15 ﾌﾚｲﾔｰ ｵﾌﾞ ﾗｯｷｰ ｳｪｰﾌﾞ S 牡 丸尾 伸之 松本 沙希

決戦
出場



全日本服従訓練競技大会 成績一覧
《プロⅡ部 B班》

審査員 ： 江口 晋二

成績 得点 ｾﾞｯｹﾝ 犬　　　名 犬種 性別 所有者 指導手

99.8 48 ｳﾞｨｳﾞｨｱﾅ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ S メス 小林 素和 山田 侑里

99.6 45 ｼﾞｭﾘｱｽ ﾌｫﾝ ｼｭﾃﾙﾝ ｳﾞｨﾝﾀｧ S 牡 高橋 誠 梅田 恭彦

99.5 41 ﾌﾞﾙｯｸ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ S メス 中井 嘉彦 島田 紀子

Chg 99.3 46 ｸﾗｰｸ ｵﾌﾞ ﾗｲｽ ｸﾞﾚｲｽ L 牡 北林 弥生 北林 弥生

Chg 99.1 51 ｲﾙﾐﾅ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ﾘｴ O. S メス 染野 吉晃 川口 哲央

Chg 99 42 ｳﾞｧﾙﾄﾞﾗﾝ ｵﾌﾞ S. ｳｲｽﾀﾘｱ S メス 外和 信弘 齋藤 千加

Chg 98.8 43 ﾀﾞｯｺ ﾌｫﾝ ｶﾘﾕｼ ﾁｮｰｺｳ S メス 野沢 正芳 野沢 正芳

Chg 98.2 57 ﾙﾅ ｵﾌﾞ ﾖｺﾊﾏ ｼﾞｭｳﾞｨﾅｲﾙ A メス 小野 隆之 安達 健

Chg 97.5 55 ｼｪﾘｰ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ S メス 外和 信弘 外和 信弘

Chg 96.8 44 ﾔﾊﾄ ﾌｫﾝ ﾏﾝﾖｰｿｳ S メス 高山 亘 高山 亘

Chg 96.4 38 ﾊｲﾊﾟｰ ﾌｫﾝ ﾘｭｰﾈﾌﾞﾙｸ L メス 黒田 明 沼田 麻琴

Chg 96.2 47 ｱﾛｱ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ S メス 森本 兼三 島田 紀子

Chg 95.7 36 ﾃﾞｨｰﾝ ｵﾌﾞ ﾗｯｷｰ ｳｪｰﾌﾞ L 牡 山本 衛 島田 紀子

Chg 95.3 40 ｳﾝｶｲ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ S 牡 小林 洋子 吉川 ひかり

Chg 95 53 ｱﾙﾌｨ ﾌｫﾑ R ﾌﾟﾗｽ S メス 辻 理香 西 孝俊

RCh 94 56 ﾎﾞﾆｰ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾎｸﾗ S メス 前山 和道 松本 沙希

RCh 93.9 52 ｸｳﾞｨﾗｰ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ S 牡 杉浦 成力 岩政 真理

RCh 93.1 37 ﾊｰﾄﾞ ｳｨﾝ ｸﾞﾘｺ A メス 上松 陽光 安達 智子

RCh 92 50 ｱﾌﾘｰﾄ (ｵﾌﾞ ﾂﾅ ｲｼｶﾜ) L 牡 吉田 介康 八木 紀一

敢闘賞 87.7 54 ｳﾀ ｵﾌﾞ ﾊｯﾋﾟｰ ﾌﾗｯﾄ L メス 塚原 雄器 安達 智子

敢闘賞 87.3 39 ｷﾉ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ L 牡 小林 洋子 鈴木 沙耶

敢闘賞 85 49 ｸｨｰﾗ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ M. I. D. G メス 白木 清正 百田 千穂

敢闘賞 81 58 ﾃﾞｨｯｸ ﾌｫﾝ ｽｰﾊﾟｰ ﾘｰﾁ S 牡 加藤 萬二 船江 雅子

決戦
出場


