
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 ★ 99.3 104 ｸﾗﾗ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 佐藤 瑛一 今村 博美 広島

Chg 優 ★ 99.3 121 ｶﾘｰﾅ ﾌｫﾑ ｸﾞﾛｰｾ ﾍﾞｰｱ 武市 次信 武市 次信 徳島

Chg 優 ★ 99.2 117 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 和歌山

Chg 優 ★ 99.2 129 ｱﾙﾏ ｵﾌﾞ ｾﾝﾀｰ ｳﾞｨﾚｯｼﾞ ﾐﾊﾗ 中村 薫 山縣 忠義 広島

Chg 優 99.1 126 ｹｲﾄ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ 西尾 素実 藤本 芳成 兵庫

Chg 優 98.8 139 ﾍﾞﾝﾄﾚｰ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 山下 まち子 藏 ひろみ 京都

Chg 優 98.7 137 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

Chg 優 98.7 141 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 98.6 108 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 98.5 111 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 98.5 134 ｸｻﾝﾃｨｯﾍﾟ ｵﾌﾞ ｽｰﾊﾟｰ ｸﾘｰｸ 麦谷 富雄 松岡 里砂 兵庫

Chg 優 98.1 109 ｲｻﾞｰ ﾌｫﾝ ﾉﾙﾄﾘｯﾋﾄ 田上 健 田上 健 宮城

Chg 優 96.5 135 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 96.4 114 ﾕﾙ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 遠山 景行 遠山 景行 長野

Chg 優 95.9 119 ｴﾙﾄﾞﾅ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 田中 友子 田中 友子 北海道

Chg 優 95.5 101 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

Chg 優 95.3 132 ﾍﾞﾛｰﾅ ｵﾌﾞ ﾄﾞｳｶｲﾎｸ 半澤 清三郎 大沼 由二 北海道

RCh 優 94.3 138 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

RCh 優 94.2 136 ｱﾆﾀ ﾌｫﾝ ﾊﾁﾉﾍ ｻﾄｰ 佐藤 松男 佐藤 松男 青森

RCh 優 94 120 ｼｪﾘｰ ｵﾌﾞ ｷﾋﾞ ﾛｰﾀｽ 下元 英子 山縣 忠義 広島

RCh 優 93.9 125 ｱﾙﾅ ｵﾌﾞ ｷｼｭｰ ﾊﾋﾟﾈｽ 花尻 好司 花尻 好司 三重

RCh 優 93.6 130 ｶﾞﾙｼｱ ｵﾌﾞ ｳｴｽﾄ ｱｼﾀﾞ 橋本 坦 橋本 坦 静岡

RCh 優 92.4 103 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

RCh 優 92.2 131 ﾍﾞﾂｧｳﾍﾞﾙﾝ ﾌｫﾝ ｺｺ ｶﾏﾀﾞ 飯塚 正 堀内 壽子 埼玉

RCh 優 91.7 102 ﾆｳﾞｫ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 川崎 大 須永 武博 群馬

RCh 優 91.6 110 ﾏｲﾛ ﾌｫﾝ ﾚｰﾍﾞﾝ 川﨑 幸恵 須永 武博 群馬

RCh 優 91.4 123 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ ｷｽ ｵﾌﾞ ｻﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾊﾞｳﾑ 柴田 政廣 丹羽 慶子 愛知

特良 85.2 112 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

特良 84.6 128 ﾉｱ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ 細野 優子 細野 優子 長野

65 140 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

51 133 ﾈﾛ ｵﾌﾞ ｲｰｽﾄ ﾏｳﾝﾃﾝ 東山 勲 東山 勲 石川

45 105 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

35 115 ｸﾛﾀｰﾙ ｾﾞﾛ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ 朝重 慧乙 朝重 慧乙 千葉

25 127 ｱﾙﾋﾞﾗ ﾌｫﾑ ﾏｯｾﾙ ｼｭﾃﾙﾝ 岩井 智二 湊 臣正 岐阜

24 116 ｲｪｯﾀ ﾌｫﾝ ｼｬｲﾈﾝ ｷｰﾌｧｰ 髙橋 五月 髙橋 五月 千葉

21 124 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

16 107 ｴﾘｶ ﾌｫﾝ ﾐﾅﾄ ﾂﾈｲｼ 大橋 小夜子 杉山 由記子 愛知

16 113 ｼﾞﾙｳﾞｧ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ 今西 輝人 阿部 弘明 奈良

16 118 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

15 122 ﾘｭｰｸ ｵﾌﾞ ｼﾙｳﾞｧｰ ﾖｼﾐ 村里 一史 神田 まるみ 三重


