
 2022年Tch 足跡追及 ≪第一班 成績≫ 上位4頭(同点含む) ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ進出

ﾀｲﾄﾙ 評価 得点 ｾﾞｯｹﾝ 犬名 所有者 指導手

優 99.6 52 ｱﾄﾘｱ ﾌｫﾝ ｸﾞﾗﾝﾂ ﾍﾞｶﾞ 宮田 聖美 山縣 忠義

優 99.4 28 ｸﾗﾗ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 佐藤 瑛一 今村 博美

優 99.4 40 ﾍﾞﾙ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾒﾀﾞﾘｽﾄ 小林 素和 小林 玄太

優 99.3 2 ｱﾛｰ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 髙島 孝幸 松井 義純

優 99.3 22 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

Chg 優 99 17 ｵﾗｰﾌ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ 中西 三世子 二星 卓哉

Chg 優 99 55 ｳﾝｶｲ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ 小林 洋子 吉川 ひかり

Chg 優 98.9 48 ｼﾞﾑﾆ ｵﾌﾞ ﾄﾞｰｹｼｿｳ 香西 迭男 香西 迭男

Chg 優 98.9 66 ｲﾝﾃﾞｨｰ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 三谷 博一 三谷 博一

Chg 優 98.8 79 ｲﾙﾐﾉ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾙｰ ﾌﾟﾚｲﾝ 青原 恭弘 青原 恭弘

Chg 優 98.7 54 ﾍﾞﾛｰﾅ ﾌｫﾝ ﾊﾁﾉﾍ ｻﾄｰ 佐藤 松男 佐藤 松男

Chg 優 98.4 36 ｸｳﾞｧﾙﾂ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 小川 智子 阿部 弘明

Chg 優 98.4 47 ﾌﾙﾋﾞﾅ II ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 小川 智子 阿部 弘明

Chg 優 98.4 49 ｷｬｻﾘﾝ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 中田 道治 中田 道治

Chg 優 98.4 78 ﾌﾗﾝ ｵﾌﾞ ｳｨﾝﾄﾞ ﾌﾛﾑ ｻｻﾞﾝ ｼｰ 寺本 沙織 嶋澤 純代

Chg 優 98 16 ｶﾞｲﾛ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｻﾇｷ ﾐﾂｺ 有吉 秀樹 大道 克士

Chg 優 98 69 ｹｲﾄ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ 西尾 素実 嶋澤 純代

Chg 優 97.9 6 ｱｸｾﾙ ﾌｫﾝ ﾏﾘｰｱﾝ ﾛｰｾﾞ 横山 申彦 青原 恭弘

Chg 優 97.9 24 ｴｰﾙ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 永田 路子 松井 義純

Chg 優 97.9 41 ｳﾞｧﾚﾘｵ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ 小林 素和 山田 侑里

Chg 優 97.8 73 ﾌﾞﾚﾝﾀﾞ ﾌｫﾝ ﾏﾂｻｶ ｱｽｶ 太田 正隆 大森 弘士

Chg 優 97.7 19 ﾌﾚｱ ﾂﾑ ｱﾝﾄﾜｰﾌﾟ ﾁｬｰﾙｽﾄﾝ 髙野 哲一 島田 紀子

Chg 優 97.7 27 ﾃﾞｲｼﾞｰ ｵﾌﾞ M2 ﾌｨｰﾙﾄﾞ 伊藤 比奈子 宮本 美穂子

Chg 優 97.7 39 ﾊﾞﾘﾝ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 早坂 国男 早坂 国男

Chg 優 97.7 58 ﾊﾞｰﾊﾞﾘｰ ｵﾌﾞ ｽｰﾊﾟｰ ｸﾘｰｸ 今住 博勝 今住 博勝

Chg 優 97.6 43 ﾑｳ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 伊藤 遼平 新倉 弥生

Chg 優 97.5 26 ﾉｰﾗ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 遠山 景行 遠山 景行

Chg 優 97.4 60 ｹﾌｪｳｽ ﾌｫﾑ ｸﾞﾛｰｾ ﾍﾞｰｱ 川崎 大 須永 武博

Chg 優 97.3 31 ｱﾘｽ ｵﾌﾞ ﾋﾞｯｸﾞ ﾛｰﾄﾞ 藤飯 加代 保居 宏

Chg 優 97.2 8 ﾊﾞﾛﾝ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾒﾀﾞﾘｽﾄ 小林 素和 信達谷 美帆

Chg 優 97.2 13 ﾉﾙﾏ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 鹿糠 光男 松井 義純

Chg 優 95.2 46 ﾄﾙﾃﾞｨ ﾌｫﾑ ﾈｰﾍﾞﾙ ﾄﾞﾙﾌ 坂元 正廣 開田 宏

Chg 優 95.2 63 ﾊｲｴｰｽ ｵﾌﾞ ﾄﾞｰｹｼｿｳ 峯田 武美 峯田 武美

Chg 優 95.1 9 ｴﾝﾍﾟﾗｰ ｵﾌﾞ ｻﾗ ﾛﾌﾞｽﾀ 菅原 恭子 菅原 恭子

Chg 優 95 50 ﾗﾍﾞｵ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 橋本 清子 芦田 任巨

RCh 優 94.5 76 ｴｸﾞﾏｰﾙ ｵﾌﾞ ﾛｯｸﾊﾝﾄﾞ ｴｻｼ 西野 みゆき 梅田 恭彦

RCh 優 93.2 34 ﾌﾞﾗｯｷｰ ﾌｫﾝ ｷｭｰﾅｰ ﾍﾙﾄ 田倉 成幸 田倉 成幸

RCh 優 93.1 71 ﾚｸｻｽ ｵﾌﾞ ｱﾜｼﾞｱｲﾗﾝﾄﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ 亀山 篤志 栗林 真歩

RCh 優 92 65 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

RCh 優 91.6 68 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
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RCh 優 91.4 45 ﾈﾘｰ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 安田 幸彦 湊 臣正

RCh 優 90.8 1 ﾚｵﾅﾙﾄﾞ ﾌｫﾝ ﾄｰｷｮｰ ｼｹﾞﾙ 中村 房夫 古海 正城

RCh 優 90.3 29 ﾀﾞｲｽｹ ﾌｫﾝ ｸﾗｲﾝ ﾗﾘﾏｰ 眞中 隆 眞中 隆

特良 87.8 80 ﾍﾞﾂｧｳﾍﾞﾙﾝ ﾌｫﾝ ｺｺ ｶﾏﾀﾞ 杉浦 良夫 堀内 壽子

特良 87.2 35 ﾙﾋﾞｰ ｵﾌﾞ ｼﾙｳﾞｧｰ ﾖｼﾐ 藤原 典子 藤原 典子

特良 86.5 61 ﾌｧﾙｺﾝ ｵﾌﾞ ｳｨﾝﾄﾞ ﾌﾛﾑ ｻｻﾞﾝ ｼｰ 青柳 道雄 梅田 恭彦

特良 85.7 72 ﾌﾚｱ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾗｯｸ ｵﾊﾟｰﾙ 小倉 こずえ 小倉 こずえ

特良 84.5 5 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

特良 81 67 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

特良 80 15 ｱｰﾃﾞﾙ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ 沖野 敏実 松村 聡美

68.2 7 ﾂｨｰﾀ ﾌｫﾝ ｶﾛｰﾗ ｺｼﾞﾏ 矢木 逸子 山口 哲也

56.3 30 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

55.2 3 ｼﾝﾊﾞ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ 小畠 章二 二星 卓哉

55 62 ﾊﾚﾙﾔ ｵﾌﾞ ﾄｰﾀｽ ﾏｳﾝﾃﾝ 三野 八代治 亀山 伸二

36.3 77 ﾃﾞｨｽﾃﾙ ｵﾌﾞ ｽﾋﾟﾘｯﾄ ﾄﾑ 江尻 圭子 島田 薫

33.1 44 ｱｸｲﾗ ﾌｫﾝ ｸﾞﾗﾝﾂ ﾍﾞｶﾞ 吉峰 公博 川西 忠昭

32.8 57 ｱﾘｯｻ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 秋本 洋子 嶋澤 純代

30.8 75 ｵﾙｼｬ ｵﾌﾞ S. ｳｲｽﾀﾘｱ 西垣 千歌 西垣 堅志

29 74 ｸｳﾞｧﾝﾄ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 川﨑 幸恵 須永 武博

27.6 10 ﾀｷﾞﾗ ｵﾌﾞ ｾﾝﾄ ｴﾙﾄﾞﾗｰﾄﾞ 千葉 麻央 千葉 麻央

27.6 33 ﾄﾞﾘｰ ｵﾌﾞ ｷﾋﾞ ﾛｰﾀｽ 増田 順一 山縣 忠義

27.5 23 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 中村 薫

27.5 32 ﾁｮｯﾊﾟｰ ﾌｫﾝ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 徳永 清美 徳永 清美

26 20 ｱﾙﾉﾝ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 野口 喜弘 塩澤 美有紀

26 42 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

25.4 56 ｲﾚｰﾈ ｵﾌﾞ ｴﾒﾗﾙﾄﾞ ﾊﾟﾜｰｽﾞ 谷口 利憲 杉山 和平

24.3 12 ｺｰﾃﾞｨ ﾌｫﾝ ﾆｼｺﾞｰｿｳ 浅井 春由 丹羽 慶子

18 4 ｱﾚｯｸｽ ｵﾌﾞ ﾗｯｷｰ ｳｪｰﾌﾞ 冨岡 幸生 松岡 里砂

17.8 70 ｹﾞﾙﾃﾞ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｻﾇｷ ﾐﾂｺ 南 正八 荻野 未琴

13.4 25 ｳﾒ ﾌｫﾝ ﾃﾞｧ ｹﾝ ﾃﾞﾝ 田渕 哲次 信達谷 美帆

12.8 21 ｴﾚﾅ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾛｯｸ 池上 行雄 池上 裕二

9.9 37 ｱﾄﾗｽ ﾌｫﾝ ｷｭｰﾅｰ ﾍﾙﾄ 外和 信弘 外和 信弘

9 14 ｲﾌﾟｼﾛﾝ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｿﾄﾜ 松田 亜紀 松田 亜紀

8.9 53 ｱﾝｼﾞｰ ﾃﾞﾙ ﾈﾛ ｱﾙﾃ 髙橋 五月 髙橋 五月

7.6 18 ﾌｫﾚ ｳﾞｪｰﾙ ｱｲﾘｰﾆｸ 佐藤 智秀 鈴木 章司

5 38 ｶﾞｯﾌｪﾙ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ 氏家 敏一 村橋 賢二

2.5 59 ｸｾﾙｸｾｽ ｵﾌﾞ ｽｰﾊﾟｰ ｸﾘｰｸ 大谷 典子 山内 未央

2.5 64 ﾌｨｰﾙ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｫﾚｽﾄ 岡 祐一郎 岡 祐一郎

0 51 ｱｸﾞﾈｽ ﾌｫﾝ ﾏﾘｰｱﾝ ﾛｰｾﾞ 日坂 進太郎 南 正八


