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1 130130130130 砂森　聡
スナモリ　サトシ

ボン ♂ ジャックラッセルテリア 埼玉県 8.92 8.92

2 127127127127 大野　祐子
オオノ　ユウコ

オスカー ♂ ジャックラッセルテリア 神奈川県 9.05 9.05

3 128128128128 石崎　泰範
イシザキ　ヤスノリ

オーティス ♂ ジャックラッセルテリア 埼玉県 9.23 9.23

4 139139139139 石崎　泰範
イシザキ　ヤスノリ

ソフィ ♀ ジャックラッセルテリア 埼玉県 9.27 9.27

5 122122122122 小島　太一
コジマ　タイチ

瑠歌
ルカ

♀ コッカープー 埼玉県 9.35 9.35

5 126126126126 平川　ひさよ
ヒラカワ　ヒサヨ

日向
ヒュウ

♀ シェットランドシープドッグ 大阪府 9.35 9.35

5 134134134134 丹羽　一喬
ニワ　カズタカ

レオン ♂ ジャックラッセルテリア 愛知県 9.35 9.35

8 113113113113 砂森　聡
スナモリ　サトシ

モジ ♂ ジャックラッセルテリア 埼玉県 9.43 9.43

8 119119119119 宇佐美　和宏
ウサミ　カズヒロ

ルビー ♀ コイケルホンディエ 埼玉県 9.43 9.43

10 106106106106 中西　勝利
ナカニシ　カツトシ

シマ ♀ ジャックラッセルテリア 東京都 9.47 9.47

10 133133133133 小島　太一
コジマ　タイチ

タビ ♂ ミックス 埼玉県 9.47 9.47

12 138138138138 海野　真由美
ウンノ　マユミ

マハナ ♂ ミニチュアプードル 静岡県 9.49 9.49

13 112112112112 藤澤　奈緒子
フジサワ　ナオコ

あおば ♀ イタリアングレイハウンド 神奈川県 9.51 9.51

14 136136136136 平沼　恭子
ヒラヌマ　キョウコ

天羅
テラ

♀ シェットランドシープドッグ 東京都 9.56 9.56

15 135135135135 加賀谷　育子
カガヤ　イクコ

クール ♂ 柴犬 東京都 9.58 9.58

16 123123123123 平沼　恭子
ヒラヌマ　キョウコ

姫羅
キラ

♀ シェットランドシープドッグ 東京都 9.60 9.60

17 132132132132 後藤　清治
ゴトウ　セイジ

花
ハナ

♀ ジャックラッセルテリア 愛知県 9.64 9.64

18 131131131131 佐藤　忍
サトウ　シノブ

ふう ♂ 柴犬 北海道 9.70 9.70

19 125125125125 佐藤　司
サトウ　ツカサ

あんず ♀ トイプードル 静岡県 9.72 9.72

20 105105105105 平沼　恭子
ヒラヌマ　キョウコ

Pink Dolphin
ピンクドルフィン

♀ シェットランドシープドッグ 東京都 9.78 9.78

20 116116116116 神藤　由香
カンドウ　ユカ

琴
コト

♀ ミックス 愛知県 9.78 9.78

22 108108108108 辻本　恭志
ツジモト　ヤスシ

GRACE
グレイス

♀ ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｺｯｶｰｽﾊﾟﾆｴﾙ 埼玉県 9.82 9.82

23 111111111111 砂森
スナモリ

　聡
サトシ

うめ ♀ ジャックラッセルテリア 埼玉県 9.87 9.87

24 110110110110 古俣　恭太
コマタ　キョウタ

デヴィ ♀ ミニチュアプードル 新潟県 9.88 9.88

25 101101101101 佐々木　美穂
ササキ　ミホ

リュウ ♂ 柴犬 広島県 9.91 9.91

26 120120120120 荒川　美穂
アラカワ　ミホ

咲
サキ

♀ シェットランドシープドッグ 愛知県 9.92 9.92

27 102102102102 大久保　鉄也
オオクボ　テツヤ

ぷく ♂ パピヨン 埼玉県 10.03 10.03

28 115115115115 清水　実
シミズ　ミノル

エルデ ♂ ジャックラッセルテリア 東京都 10.05 10.05

29 104104104104 小島　太一
コジマ　タイチ

リロ ♀ コッカープー 埼玉県 10.17 10.17

30 109109109109 山本　隆
ヤマモト　タカシ

ジョニー ♂ ジャックラッセルテリア 静岡県 10.18 10.18

31 117117117117 長島　茂男
ナガシマ　シゲオ

あとむ☆ ♂ シェットランドシープドッグ 茨城県 10.26 10.26

32 103103103103 高田　明
タカダ　アキラ

モコ ♀ トイプードル 埼玉県 10.33 10.33

33 124124124124 土金　葵
ツチカネ　アオイ

リバー ♀ パーソンラッセルテリア 埼玉県 10.59 10.59

34 129129129129 塚本　佐由理
ツカモト　サユリ

ポット ♀ ミックス 千葉県 12.28 12.28

35 118118118118 斉藤　恵利子
サイトウ　エリコ

ジーナ ♀ イタリアングレイハウンド 神奈川県 15.95 15.95

36 121121121121 榎本　千枝子
エノモト　チエコ

夏鈴
カリン

♀ シーズー 東京都 16.86 16.86

37 114114114114 大宮　千穂
オオミヤ　チホ

空
ソラ

♂ チワワ 神奈川県 19.81 19.81

38 107107107107 只政　貴恵
タダマサ　キエ

主水
モンド

♂ ミニチュアダックスフンド 兵庫県 29.99 29.99

39 137137137137 清水　実
シミズ　ミノル

ミルヒ ♀ ジャックラッセルテリア 東京都 場外

加算Ｐ加算Ｐ加算Ｐ加算Ｐ


