
【臭気選別成績一覧】 ～開催日 :

Page : 1
出場頭数： 頭 決戦出場頭数(*) 頭

2022/04/10 2022/04/10
154 0

Chg： 頭( %) R.Ch： 頭( %)24 15.6 23 14.9

Ch 優
順位 ｾﾞｯｹﾝ 犬名得点 登録番号 指導手住所所有者住所所有者名 指導手名

3 ﾊｲﾝﾂ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ

山内 昌靖

100.0 S-424270 沖縄 沖縄

仲里 みどり

1位

Chg 優
順位 ｾﾞｯｹﾝ 犬名得点 登録番号 指導手住所所有者住所所有者名 指導手名

316 ﾍﾞﾙ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ

堀内 辰夫

100.0 L-67905 茨城 茨城

堀内 辰夫

2位

220 ｵｰｽﾁﾝ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ

安達 健

100.0 G-11103 神奈川 神奈川

藤田 尚子

3位

206 ﾎﾟﾊﾟｲ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ

亀山 篤志

100.0 S-422877 香川 香川

亀山 篤志

4位

522 ｱﾈﾗ ｵﾌﾞ ｻﾝｼｬｲﾝ ﾏﾊﾛ

大谷 典子

100.0 L-67920 奈良 奈良

岡本 新司

5位

524 ﾓﾁ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ

信達谷 美帆

100.0 L-68543 愛知 愛知

小林 洋子

5位

16 ｸﾞﾛｰﾘｰ ｵﾌﾞ ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ ﾀﾅｶ

安達 健

100.0 L-68450 神奈川 神奈川

悦田 浩

7位

223 ｱﾚｯｸｽ (ｵﾌﾞ ｼﾞﾗｿｰﾚ)

林 久子

100.0 L-67486 兵庫 兵庫

林 久子

7位

322 ﾀﾞｲｱﾅ ﾌﾟﾘﾝｽ ｵﾌﾞ ﾊｯﾋﾟｰ ｻﾌﾟﾗｲｽﾞ

南 敏子

100.0 L-68996 兵庫 兵庫

南 敏子

7位

413 ｲﾙﾏ ﾌｫﾑ ｼｭｳﾞｧﾙﾂ ｶｲｻﾞｰ

坂下 満

100.0 S-416883 大阪 大阪

八木 幸雄

7位

406 ｱﾝﾅ ｵﾌﾞ ｱﾆｰﾀ ﾜｰﾙﾄﾞ

中井 善雄

100.0 L-67755 京都 京都

大澤 学

319 ﾃﾞｲｼﾞｰ ｵﾌﾞ ｻﾗ ﾛﾌﾞｽﾀ

元井 千恵美

100.0 S-420160 千葉 千葉

元井 千恵美

418 E-ｼﾞｭｼﾞｭ ﾌｫﾝ ﾘｭｰﾈﾌﾞﾙｸ

大井 ひとみ

100.0 L-67410 兵庫 兵庫

大井 ひとみ

118 ｱﾙﾐﾝ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

島田 健司

100.0 L-68349 奈良 奈良

橋本 真由理

218 (ﾋﾟｸﾆｯｸ ﾌｧｲｱﾌﾗｲ) ﾗｯｷｰ ｴｰｽ

太田 栄子

100.0 G-10799 大阪 大阪

太田 栄子



【臭気選別成績一覧】 ～開催日 :
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出場頭数： 頭 決戦出場頭数(*) 頭

2022/04/10 2022/04/10
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Chg 優
順位 ｾﾞｯｹﾝ 犬名得点 登録番号 指導手住所所有者住所所有者名 指導手名

222 ｹﾞﾛ ﾌｫﾝ ｳﾍﾞ ﾁｮｰｼｭｰ

松常 龍次

100.0 L-67683 山口 山口

藤竹 保幸

329 ﾍﾞｱﾄﾘｽ ｵﾌﾞ ﾎﾟｰﾛﾆｱ ﾄｩｲﾝｸﾞ

上田 知子

100.0 A-10410 大阪 大阪

上田 知子

326 ﾗｲﾏ II ﾌｫﾝ ｱﾘﾏﾂ ｵｹﾊｻﾞﾏｿｳ

村岡 史子

100.0 S-420002 愛知 愛知

馬場園 政信

424 ｱﾝﾃﾞｨ ﾌｫﾝ ﾊｳｽ ｸｾﾆｴ

山本 明子

100.0 S-415918 大阪 大阪

山本 明子

526 ﾌﾞﾗﾝﾘｰ ｵﾌﾞ A.H.T. ﾉｰﾌﾞﾙ

井上 康子

100.0 L-68844 愛媛 愛媛

井上 康子

103 ｱﾙﾄﾞ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ

畑野 有紀

96.0 S-417379 奈良 大阪

阿部 明子

302 ﾘﾘｰ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

松岡 里砂

96.0 L-67844 兵庫 兵庫

嶋澤 純代

419 ｱﾝｼﾞｪﾛ ﾌｫﾝ ﾊｳｽ ｸｾﾆｴ

辻本 敦子

96.0 S-415917 大阪 大阪

辻本 敦子

501 ｷｬﾛﾗｲﾝ ｵﾌﾞ ﾄｰﾖｰ ｹﾝﾈﾙ

村岡 史子

96.0 L-64486 愛知 愛知

内田 恭子

RCh 優
順位 ｾﾞｯｹﾝ 犬名得点 登録番号 指導手住所所有者住所所有者名 指導手名

2 ﾍﾞﾙﾌｧｰｽﾄ ｵﾌﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾌｫﾚｽﾄ

田伏 和子

92.0 L-68389 和歌山 和歌山

林 正典

10 ｵﾍﾟﾗ ﾌｫﾝ ﾒﾙﾍﾝｳﾞｪﾙﾄ

三輪 あつみ

92.0 L-68959 奈良 奈良

三輪 あつみ

14 (ｸｼﾏ ｽﾀｰｽﾞ) ﾃﾞﾝﾊﾑ

岡野 健史

92.0 G-10657 京都 京都

山本 武志

17 ｱﾚｸﾞﾚｯﾄ ﾌｫﾝ ﾒﾙﾍﾝｳﾞｪﾙﾄ

前田 克基

92.0 L-68766 奈良 奈良

藤本 康一

24 ｸﾙﾄ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

藤原 裕子

92.0 S-421307 沖縄 兵庫

山内 昌靖

110 ｴﾄﾞﾑﾝﾄ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

嶋澤 純代

92.0 S-419308 兵庫 兵庫

浜浦 義一
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203 B-ｼﾘｳｽ ｵﾌﾞ ﾍﾞｰｼｽ ﾗﾝﾄﾞ

時政 寿子

92.0 S-416661 大阪 大阪

平田 千香子

310 ｺｽﾓ ｵﾌﾞ ﾊｯﾋﾟｰ ｻﾌﾟﾗｲｽﾞ

亀重 良三

92.0 L-67188 兵庫 兵庫

南 敏子

410 ｵﾚﾝｼﾞ ｵﾌﾞ G.T.R

安達 富三

92.0 S-419769 埼玉 神奈川

松本 智子

411 ﾕﾙ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ

安達 智子

92.0 S-425546 神奈川 神奈川

白濵 俊弘

414 ｲｷﾞｰ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ

芦田 任巨

92.0 G-10754 奈良 奈良

芦田 公実子

420 ｱﾙﾅ ｵﾌﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾌｫﾚｽﾄ

田伏 和子

92.0 L-66663 和歌山 和歌山

西川 エミ

422 ﾕﾘｱ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｼｵﾝ

山内 昌靖

92.0 S-417116 沖縄 沖縄

山内 昌靖

425 ﾀﾞﾘｱ ｵﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝﾈｽ ｱﾙﾊﾝﾌﾞﾗ

大西 晶三

92.0 L-64829 兵庫 兵庫

大西 晶三

426 ﾄﾞﾘｰﾑ ｶﾞｰﾙ ｵﾌﾞ ﾊｯﾋﾟｰ ｻﾌﾟﾗｲｽﾞ

保居 円香

92.0 L-68994 京都 京都

安藤 香代子

428 ｼｬﾈﾙ ｵﾌﾞ ﾏｲ ﾘﾝﾄﾞ

松岡 里砂

92.0 S-425683 京都 兵庫

松居 哲也

429 ｷｬﾅﾙ ｵﾌﾞ ﾊｯﾋﾟｰ ｻﾌﾟﾗｲｽﾞ

柴田 義弘

92.0 L-67187 兵庫 兵庫

柴田 義弘

507 ｱﾘｰｱ ｵﾌﾞ ｻｳｽ ｽﾀｰ

安達 健

92.0 L-66137 神奈川 神奈川

山口 正

513 ｴﾚﾅ ｵﾌﾞ ﾗｯｷｰ ｳｪｰﾌﾞ

松岡 里砂

92.0 S-425478 兵庫 兵庫

嶋澤 純代

523 (ﾑｰﾝ ｼｬﾄﾞｰ) ｴｱｰ ｶﾌﾟｾﾙ

時政 寿子

92.0 G-10573 大阪 大阪

坂本 節子

527 ｱﾗﾍﾞｽｶｰﾄ ｵﾌﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾌｫﾚｽﾄ

田伏 和子

92.0 L-66664 和歌山 和歌山

林 正典

528 ｱﾏﾘﾘｽ ｵﾌﾞ ｼﾝｻﾝ ｼｮｳｶｲ

吉川 ひかり

92.0 L-69154 愛知 愛知

数藤 和恵

117 ｳﾞｫﾗｰﾄ ﾌｫﾝ ｱﾘﾏﾂ ｵｹﾊｻﾞﾏｿｳ

村岡 史子

91.0 S-424539 愛知 愛知

榊原 琢也
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特良
順位 ｾﾞｯｹﾝ 犬名得点 登録番号 指導手住所所有者住所所有者名 指導手名

109 (ｾﾄｸﾞﾁ ｻｶﾞ) ｷｭｰﾋﾟｯﾄﾞ

三浦 由子

87.0 L-66702 山口 山口

三浦 由子

325 ｳﾙﾃｨﾏ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ

寺内 早苗

87.0 G-9991 滋賀 滋賀

寺内 早苗

504 ｶﾝﾅ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

寺内 早苗

87.0 L-67116 滋賀 滋賀

寺内 早苗

515 ｱﾘｽ ｵﾌﾞ ｼﾏﾅﾐ ﾎﾝﾘｭｰｿｳ

藏 ひろみ

87.0 L-66222 京都 京都

黒田 明

4 ｱﾄﾞﾆｽ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ

藏 ひろみ

85.0 L-68195 京都 京都

岡田 義和

7 ｼｴﾙ ｵﾌﾞ ﾊｯﾋﾟｰ ｻﾌﾟﾗｲｽﾞ

柴田 義弘

85.0 L-67185 兵庫 兵庫

柴田 義弘

19 ｸｾﾉ II ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ

後藤 佳代子

85.0 S-415928 岡山 岡山

後藤 佳代子

104 ｱﾌﾘｰﾄ (ｵﾌﾞ ﾂﾅ ｲｼｶﾜ)

池鍋 真里亜

85.0 L-68495 兵庫 兵庫

吉田 介康

106 ｴﾄﾞｶﾞｰ ｵﾌﾞ ｲﾝﾀｰﾌｧｰﾑ

桐谷 夏海

85.0 S-421450 兵庫 兵庫

宇野 義彦

108 ﾄｰﾙ ﾌｫﾝ ｸﾞﾘｭｰﾈﾝ ﾛｯｺｰ

松本 沙希

85.0 S-421054 兵庫 兵庫

前山 和道

116 ｸﾞﾚｰﾄ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

汐田 光則

85.0 S-419785 兵庫 兵庫

汐田 光則

122 ｻﾝﾄﾞﾛ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ

藤谷 文明

85.0 L-68743 奈良 和歌山

新 貢

123 ﾁｬﾝﾌﾟ ｵﾌﾞ ｸﾘｽﾀﾙ ｸｨｰﾝ

中村 倫子

85.0 L-66507 大阪 滋賀

繁田 美惠子

201 ﾋﾞﾘｰ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾎｸﾗ

松本 沙希

85.0 S-422265 兵庫 兵庫

八木 紀一

212 ｷﾞﾌﾞｿﾝ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ

大森 弘士

85.0 L-67059 奈良 奈良

大森 弘士

213 (ｴｱｳｰﾏﾝ) ｼﾞｪｯﾄ ﾌﾞﾗｯｸ ｼﾞｭｳｪﾙ

有田 元一郎

85.0 C-12251 愛媛 愛媛

有田 元一郎

214 ｱﾃﾞﾙ ﾌｫﾝ ﾊｳｽ ﾃﾞｽ ｳﾞｧｰﾚﾝ ﾍﾙﾂｪﾝｽ

畑野 有紀

85.0 L-67732 奈良 大阪

立花 正雄
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221 ﾕﾝｶｰ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

嶋澤 純代

85.0 S-421107 三重 兵庫

花尻 好司

301 ｳﾞｨｰﾅｽ ｵﾌﾞ ﾖｺﾊﾏ ｼﾞｭｳﾞｨﾅｲﾙ

安達 健

85.0 A-10461 神奈川 神奈川

池部 敏市

307 ｼｪﾗ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ

信達谷 美帆

85.0 G-10948 兵庫 愛知

松岡 正美

309 ｱﾋﾞｹﾞｰﾙ ｵﾌﾞ ﾄﾞｯｸﾞｳｯﾄﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ

小林 洋子

85.0 B-10662 愛知 愛知

井本 誠寿

312 ﾈｲﾁｬｰ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ

吉川 ひかり

85.0 S-423742 愛知 愛知

境 育代

327 ﾊﾞﾝﾋﾞ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾎｸﾗ

池鍋 真里亜

85.0 S-422267 兵庫 兵庫

松井 春枝

330 ﾄｲ (ｵﾌﾞ ｷﾃｨ ｸﾂｶｹ)

山本 明子

85.0 G-10689 奈良 大阪

永田 惠

401 ｱｸﾋﾞ ｵﾌﾞ ﾄﾞｯｸﾞｳｯﾄﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ

吉川 ひかり

85.0 B-10664 愛知 愛知

小林 洋子

421 ｲﾙﾐﾅ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ﾘｴ O.

川口 哲央

85.0 S-424506 大阪 大阪

染野 吉晃

423 ﾊｰﾄﾞ ｳｨﾝ ｼﾞｪﾑ

永吉 由美子

85.0 A-10459 神奈川 神奈川

野口 治子

427 ｲｪｯﾀ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

桐谷 夏海

85.0 S-421108 兵庫 兵庫

嶋澤 純代

519 ﾈﾙﾀﾞ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ

山本 明子

85.0 S-423616 大阪 大阪

山本 明子

520 ﾊｰﾌﾟ ｵﾌﾞ ﾌｪｱ ｳｨﾝﾄﾞ

水谷 和代

85.0 L-64812 三重 三重

稲吉 眞由美

529 ｺｽﾄﾍﾞﾗ ﾌｫﾑ ﾗｲﾄﾏﾝ

中井 善雄

85.0 L-66611 京都 京都

安田 育煕

順位 ｾﾞｯｹﾝ 犬名得点 登録番号 指導手住所所有者住所所有者名 指導手名

21 ﾙｰﾍﾞﾝ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ M. I. D.

西 さおり

65.0 G-10871 岐阜 岐阜

西 さおり



【臭気選別成績一覧】 ～開催日 :

Page : 6
出場頭数： 頭 決戦出場頭数(*) 頭

2022/04/10 2022/04/10
154 0

Chg： 頭( %) R.Ch： 頭( %)24 15.6 23 14.9
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407 ｲﾗ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ

島田 紀子

65.0 L-67778 奈良 奈良

坂田 正祐

408 ﾄﾞﾘｰﾑ ｵﾌﾞ ﾄｰﾀｽ ﾏｳﾝﾃﾝ

秋本 洋子

65.0 S-423606 兵庫 兵庫

秋本 洋子

順位 ｾﾞｯｹﾝ 犬名得点 登録番号 指導手住所所有者住所所有者名 指導手名

5 ｱﾀﾞﾑ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ

宗平 博士

50.0 S-417377 兵庫 兵庫

宗平 博士

6 ﾏﾘｱﾝ ｵﾌﾞ ｲﾝﾀｰﾌｧｰﾑ

嶋澤 純代

50.0 S-424233 兵庫 兵庫

西尾 素実

313 ｸｨｰﾝ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ

汐田 高子

50.0 S-424155 兵庫 兵庫

汐田 高子

317 ｸｳﾞｨｯﾃ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ ｼｵﾝ

赤嶺 美佳

50.0 S-423430 沖縄 沖縄

赤嶺 美佳

502 ｲｳﾞ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ M. I. D.

亀重 良三

50.0 G-10476 兵庫 兵庫

隈元 義博

506 ｱﾛﾏ ｵﾌﾞ ﾜﾝﾀﾞﾌﾙ ｷｯｽﾞ

藤原 裕子

50.0 L-68348 兵庫 兵庫

藤原 裕子

9 ﾌｫｽ II ﾌｫﾝ ｱﾘﾏﾂ ｵｹﾊｻﾞﾏｿｳ

村岡 史子

10.0 S-423593 愛知 愛知

盛田 秀一

12 ｱﾝﾋﾞｼｮﾝ ﾌｫﾝ ﾒﾙﾍﾝｳﾞｪﾙﾄ

雨田 克子

10.0 L-67099 大阪 大阪

雨田 克子

18 ｱｳﾞｧﾝ ﾌｫﾝ ｵｰｼｬﾝ ｷｬﾅﾙ

竹中 大輔

10.0 S-421360 大阪 大阪

竹中 大輔

20 ｱﾌﾞﾗｶﾀﾞﾌﾞﾗ R. (ｵﾌﾞ ｾﾝﾄ ﾄｰﾏｽ)

吉村 加代美

10.0 C-12249 和歌山 大阪

紀本 万純

101 ﾊﾘｴｯﾄ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ

山本 明子

10.0 S-420917 大阪 大阪

梶村 源太朗

105 (ｾﾝﾄ ﾗﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ) ｸﾞﾛｰﾘｰ ｳｫﾙﾌｨ

永吉 由美子

10.0 L-68624 東京 神奈川

佐々木 雅一

107 ｱﾃﾞｨｰ ｵﾌﾞ ﾋﾞｰﾍﾟﾗ ｶｺｶﾞﾜ

川口 哲央

10.0 L-68401 大阪 大阪

山本 博文
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112 ｾﾞﾉ ｵﾌﾞ ｽｰﾊﾟｰ ｸﾘｰｸ

山内 未央

10.0 S-417497 大阪 大阪

山内 未央

113 ｱｸｾﾙ ｵﾌﾞ ｼｬｲﾆｨ ｽﾀｰ

保居 円香

10.0 L-67263 京都 京都

安藤 香代子

114 ﾀﾞｰｽ ｵﾌﾞ ﾊｯﾋﾟｰ ｻﾌﾟﾗｲｽﾞ

柴田 義弘

10.0 L-68988 兵庫 兵庫

柴田 義弘

115 ｷﾞﾙﾄﾞ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

嶋澤 純代

10.0 S-419786 兵庫 兵庫

寺本 英子

119 ｲﾙﾓ ﾌｫﾑ ﾊｳｽ M. I. D.

西尾 素実

10.0 S-420265 兵庫 兵庫

西尾 素実

121 ﾍﾞﾗﾐｰ ｵﾌﾞ ﾄｰﾀｽ ﾏｳﾝﾃﾝ

亀山 篤志

10.0 L-66726 香川 香川

鎌田 政子

125 ﾌﾚｲｼﾞｬｰ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ

安達 健

10.0 S-423535 神奈川 神奈川

悦田 浩

202 ｾｽ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ

保居 円香

10.0 L-68746 大阪 京都

中井 博美

204 ﾀﾞｲｱﾝ ﾂﾑ ｱﾝﾄﾜｰﾌﾟ ﾁｬｰﾙｽﾄﾝ

大谷 典子

10.0 S-417306 兵庫 奈良

東浦 孝之

207 ｱｸｱ ﾌｫﾝ ｼｪｯﾌｪﾙﾀｳｾﾝﾄ

山本 明子

10.0 L-67370 大阪 大阪

中澤 秀美

208 ﾌﾞﾘｯﾂ ｵﾌﾞ ﾎﾟｰﾛﾆｱ ﾄｩｲﾝｸﾞ

森 健

10.0 A-10408 東京 東京

森 健

209 ﾌﾉﾙﾌ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ

北川 由加

10.0 S-420919 岡山 岡山

北川 由加

210 (ｷﾘｺｽﾞ) ﾐﾗｸﾙ ﾌﾞﾛｽ

紀本 万純

10.0 C-12248 和歌山 和歌山

紀本 万純

211 ｱﾚﾝ ﾌｫﾝ ﾓﾝﾄﾞｭ ﾊﾏｰ

山内 昌靖

10.0 S-425932 沖縄 沖縄

仲本 和美

215 (A.N. ﾏｳﾝﾃﾝ) ﾗｲﾗｯｸ

葛崎 千夏

10.0 G-11102 兵庫 大阪

関田 トキヨ

219 ﾊﾞﾄﾞ ﾌｫﾑ ﾊﾞｳﾊｳｽ ｲｾ

堀 洋介

10.0 S-421443 兵庫 大阪

岩谷 信昭

308 ﾀﾞﾌﾞ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾎｸﾗ

八木 美穂

10.0 G-10916 兵庫 兵庫

中尾 克子
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315 ﾍﾞﾙ ｵﾌﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾌｫﾚｽﾄ

田伏 和子

10.0 L-68396 和歌山 和歌山

田伏 和子

318 ｺﾘｰﾇ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ

安達 智子

10.0 L-69212 東京 神奈川

越川 尚男

320 ｳﾅ ﾌｫﾝ ｸﾞﾘｭｰﾈﾝ ﾛｯｺｰ

宗平 博士

10.0 S-421064 兵庫 兵庫

矢納 深雪

321 ﾏﾘｰ (ｵﾌﾞ ﾕﾒｶ ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ)

藏 ひろみ

10.0 G-11006 京都 京都

馬場 加悦子

323 ｱｰﾘｱ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾎｸﾗ

松本 沙希

10.0 S-420492 兵庫 兵庫

土井 正孝

328 ﾊﾞﾝﾋﾞ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ

芦田 任巨

10.0 G-10731 奈良 奈良

豊川 規子

403 ｱﾘｽ ｵﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ ﾛｰﾄﾞ

八木 美穂

10.0 S-418519 兵庫 兵庫

前山 和道

405 ｴｯｶﾞ ﾌｫﾝ ﾖｺﾊﾏ ｼｹﾞﾘ

安達 智子

10.0 S-423457 神奈川 神奈川

安達 俊夫

409 ｸｴﾆｰ ﾌｫﾑ ﾌﾞﾗｰｳﾞｪﾝ ﾌﾞﾗｰｸ

稲井 かおる

10.0 S-415892 大阪 大阪

稲井 かおる

416 ﾌﾞﾘｼﾞｯﾄ ｵﾌﾞ ｻﾏｰ ｽﾉｳ

時政 寿子

10.0 A-10446 大阪 大阪

三宅 弘

417 ｳﾞｨｰﾀ ﾌｫﾝ ｸﾞﾘｭｰﾈﾝ ﾛｯｺｰ

寺内 早苗

10.0 L-67992 滋賀 滋賀

寺内 早苗

503 ｷｬﾛﾗｲﾝ ｵﾌﾞ ﾌｫﾚｽﾄ ｱｰﾃﾞﾝ

前田 克基

10.0 L-69371 奈良 奈良

武田 格久

505 ﾊｯﾋﾟｰ ｵﾌﾞ ﾁﾊﾞ ﾎﾞｯｸｽﾄｩﾘｰ

堀内 辰夫

10.0 S-415052 茨城 茨城

堀内 辰夫

509 ｸﾗﾗ ﾌｫﾑ ﾏｯｾﾙ ｼｭﾃﾙﾝ

湊 臣正

10.0 S-423011 愛知 岐阜

山本 猛夫

514 ﾉﾙﾈ ﾌｫﾑ ﾗｲﾄﾏﾝ

白藤 貞治

10.0 L-67567 大阪 京都

小畑 俊明

517 (ﾘｯﾁﾌｨｰﾙﾄﾞ) ｲｰﾌｧ

加藤 友香

10.0 L-68022 長野 長野

加藤 友香

518 ｷｭｰﾄ ｵﾌﾞ ｽｨｰﾄ ﾌｧﾐﾘｰ

安村 麻紀

10.0 S-423466 岡山 岡山

安村 麻紀
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521 ｵﾌｪﾘｱ ﾌｫﾑ ｷｮｰﾗｸｿｳ

芦田 任巨

10.0 G-10863 奈良 奈良

増中 靖子

530 ﾎﾞﾆｰ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾎｸﾗ

松本 沙希

10.0 S-422270 兵庫 兵庫

前山 和道

1 ｸｲﾝｼｰ ﾌｫﾑ ﾂｳﾞｧｲｼｭﾃﾙﾝ

嶋澤 純代

0.0 S-424153 兵庫 兵庫

嶋澤 純代

8 ﾊｰﾄﾞ ｳｨﾝ ｶﾞﾗﾊｰﾄ

上田 知子

0.0 A-10455 大阪 大阪

上田 知子

11 ｸﾘｽﾀﾙ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾎｸﾗ

池鍋 真里亜

0.0 G-10846 兵庫 兵庫

中尾 克子

13 ﾅﾝﾃﾞｨﾛ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ

山本 明子

0.0 S-423611 大阪 大阪

梶村 源太朗

15 ﾍﾞｵｳﾞﾙﾌ ｵﾌﾞ ｱｯﾌﾟﾙ ﾗｧﾘｽ

松本 沙希

0.0 S-424042 兵庫 兵庫

寺澤 はる美

22 ｴﾒﾗﾙﾄﾞ ｱｲ ｵﾌﾞ ｻﾜﾃﾞｪｲ ﾛｰﾄﾞ

畑野 有紀

0.0 L-69079 奈良 大阪

平井 英里奈

23 ｱﾚｯｸｽ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾒｸﾞ ﾊｳｽ

上中 弘子

0.0 A-10369 京都 京都

上中 弘子

25 ｾﾞｽﾄ ｵﾌﾞ ﾋﾞｯｸﾞ ﾛｰﾄﾞ

八木 美穂

0.0 L-68485 兵庫 兵庫

乾 新悟

102 ｺﾝﾄﾞﾙ (ｵﾌﾞ ｵｶﾔﾏ ﾑｷﾞﾜﾗ)

芦田 任巨

0.0 G-10942 奈良 奈良

小鍛治 正明

111 ｱﾘｴｽ (ｵﾌﾞ ﾎｰﾌﾟﾌﾙ)

松村 聡美

0.0 G-10974 愛知 愛知

井上 有史

120 ｱﾙﾌ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾎｸﾗ

八木 美穂

0.0 S-420490 兵庫 兵庫

井上 祐輔

124 ｴｽﾌﾟﾘ II ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

秋本 洋子

0.0 S-419307 兵庫 兵庫

秋本 洋子

205 ｱﾙﾋﾟﾆｽﾄ (ｵﾌﾞ ﾊﾏｷﾀ ｽｶｰﾚｯﾄ)

西 さおり

0.0 G-10913 岐阜 岐阜

西 さおり

216 ﾌﾚｲﾔｰ ｵﾌﾞ ﾗｯｷｰ ｳｪｰﾌﾞ

八木 美穂

0.0 S-425481 兵庫 兵庫

丸尾 伸之

225 D-ｴｰｽ ｵﾌﾞ ﾊｯﾋﾟｰ ｻﾌﾟﾗｲｽﾞ

亀重 良三

0.0 L-68992 兵庫 兵庫

坂本 直哉
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303 ﾌﾘｰﾀﾞ ｵﾌﾞ ｴｽﾎﾟｱｰﾙ ｼﾝｵｰｻｶ

中村 倫子

0.0 S-420614 滋賀 滋賀

奥田 秀

304 ﾅﾀﾘｰ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ

水谷 和代

0.0 S-423615 三重 三重

水谷 和代

314 ｻﾞｰｶﾞ ﾌｫﾝ ﾏｲﾝ ﾘｰﾍﾞ

小川 智子

0.0 S-424303 大阪 大阪

小川 智子

404 ﾌｸ ﾌｫﾝ ｳﾍﾞ ﾁｮｰｼｭｰ

松常 龍次

0.0 L-68411 山口 山口

柳屋 摂子

430 ｵﾘｰ ｵﾌﾞ ﾊｳｽ ｻﾝ ﾎﾞｱ

嶋澤 純代

0.0 S-423238 兵庫 兵庫

伊藤 紀子

508 ﾌﾞﾗｳﾆｰ ｵﾌﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾘﾎﾞﾝ

上中 弘子

0.0 A-10341 京都 京都

上中 弘子

511 ﾃﾞｨｰﾅ ｵﾌﾞ ﾊｯﾋﾟｰ ｻﾌﾟﾗｲｽﾞ

長谷川 勝利

0.0 L-68995 兵庫 兵庫

長谷川 勝利

516 ｴﾙﾐﾅ ｵﾌﾞ ｴｽﾎﾟｱｰﾙ ｼﾝｵｰｻｶ

川端 貞昭

0.0 S-411832 滋賀 大阪

中村 倫子

525 ﾊｰﾄﾞ ｳｨﾝ ｸﾞﾘｺ

安達 智子

0.0 A-10457 長野 神奈川

上松 陽光


