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淡路地区 芝生広場

SAT SUN



日本フリスビードッグ協会

 1994年協会発足以来、18回目を迎える事となりました『ジャパンファイナル』に、

見事ノミネートされた選手の皆さん、おめでとうございます。

　今年度のフリスビードッグ公式戦は､『被災地支援活動』の一環として開催する

とともに、義援金の受付などを行い、協会として被災地のドッグ･スポーツ・ファ

ンシャーと愛犬たちへの支援体制づくりに取り組んでまいりましたが、会員の皆さ

まから、多大なご協力をいただきましたこと、心よりお礼申し上げます。 

　また、震災発生当初は、｢東北地方での公式戦開催が出来ないのではないか…」

との懸念もございましたが、地元プレーヤーの皆様からの大会開催を望む声も多く､

また、地元クラブの皆さまのご尽力により、宮城SUGOを初め、青森三沢・青森カ

ワヨグリーン牧場など、東北地方での公式戦開催も実現することができました。

　皆さまのお力によって盛り上げていただいた2011年シリーズ、その集大成として

開催される『ジャパンファイナル2011』。本年度は、日程の関係で実質２日間での

開催となりましたが、選手の皆さんにとって、この２日間が、充実した、そして、

悔いのないゲームになることを期待しています。

　最後になりましたが、名実ともに世界一の規模と組織となりました、日本フリス

ビードッグ協会をご支援頂きありがとうございました。

　また、年間を通してご協力いただいた協賛スポンサー各社様にも、心よりお礼申

し上げますとともに、今後ともご支援・ご協力をお願い申しあげます。

　　　2011年11月吉日
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開　催　日 2011年11月４日（金）～ ６日（日）

会　　　場 国営明石海峡公園 淡路地区　芝生広場

主　　　催 日本フリスビードッグ協会

企画・運営 スカイボックス

後　　　援 兵庫県
 淡路市
 淡路島観光協会
 公益社団法人 Knots

特 別 協 賛 デビフペット株式会社
 エコートレーディング株式会社

協　　　 賛 ニッケペットケア株式会社
 ネスレ日本株式会社 ネスレピュリナペットケア
 株式会社ティー・クリエーション
 ブラックウッドジャパンコーポレイション
 有限会社 神戸工房
 有限会社 谷尾興産
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10:15 選手受付

11:00 開会式（於：Bコート）

クローズ

11:15 JAPAN FINAL 2011 開催記念大会 予選　第1ラウンド（第１ピリオド）

12:45 組み合わせ抽選会

13:15 JAPAN FINAL 2011 開催記念大会 準決勝ラウンド （トーナメント・24チーム）

14:15 JAPAN FINAL 2011 開催記念大会 決勝ラウンド（３チーム）

15:00 表彰式・閉会式

15:15 終了

11:15 JAPAN FINAL 2011 開催記念大会 予選　第1ラウンド（第２ピリオド）

12:30 終了

 8:00 選手受付

 8:45 ノミネート選手スタンバイ

 9:00 選手入場・メダル授与式・ユースオープン団体優勝旗返還

 9:40 開会式

10:00 レディースチャンピオンシップ 予選　第１ラウンド（第１ピリオド）

10:55 レディースチャンピオンシップ 予選　第１ラウンド（第２ピリオド）

11:50 フリーフライトチャンピオンシップ セカンドステージ

13:00 レディースチャンピオンシップ 予選　第２ラウンド（第１ピリオド）

13:55 レディースチャンピオンシップ 予選　第２ラウンド（第２ピリオド）

14:50 ユースオープンの部 決勝ラウンド（３都道府県）

 ペアの部 決勝ラウンド（５チーム）

 レディースチャンピオンシップ 決勝ラウンド（７チーム）

16:20 表彰式

16:45 終了

10:00 フリーフライトチャンピオンシップ ファーストステージ

11:05 ユースオープンの部 予選　第２ラウンド（第１ピリオド）

12:15 ユースオープンの部 予選　第２ラウンド（第２ピリオド）

13:25 ユースオープンの部 予選　第２ラウンド（第３ピリオド）

14:40 終了

10:00 ユースオープンの部 予選　第１ラウンド（第１ピリオド）

11:10 ユースオープンの部 予選　第１ラウンド（第２ピリオド）

12:20 ユースオープンの部 予選　第１ラウンド（第３ピリオド）

13:35 ペアの部 予選ラウンド（第１ピリオド）

14:05 ペアの部 予選ラウンド（第２ピリオド）

14:35 ヒート犬 予選　第１･第２ラウンド

14:50 終了

本　戦
DAY-1

Bコート

Cコート

フリーフライトチャンピオンシップ・レディースチャンピオンシップ
ユースオープンの部・ペアの部

Aコート

11月5日(土)

JFA SKYDOG CHAMPIONSHIPS 2011 チャンピオン決定戦

公　式
練習日 公式練習 ／ JAPAN FINAL 2011 記念大会

Aコート

Bコート

11月4日(金)

Cコート
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 7:45 選手受付

 8:45 ノミネート選手スタンバイ

 9:00 選手入場・メダル授与式・2010グランドカップ返還

 9:30 開会式

 9:45 グランドチャンピオンシップ 予選　第１ラウンド（第１ピリオド）

10:30 グランドチャンピオンシップ 予選　第１ラウンド（第２ピリオド）

11:15 グランドチャンピオンシップ 予選　第１ラウンド（第３ピリオド）

12:20 グランドチャンピオンシップ 予選　第２ラウンド（第１ピリオド）

13:05 グランドチャンピオンシップ 予選　第２ラウンド（第２ピリオド）

13:50 グランドチャンピオンシップ 予選　第２ラウンド（第３ピリオド）

14:45 スモールドッグチャンピオンシップ 決勝ラウンド（５チーム）

 グランドチャンピオンシップ 決勝ラウンド（７オーナー）

15:45 表彰式・閉会式

16:30 終了

 9:45 スモールドッグチャンピオンシップ 予選　第１ラウンド（第１ピリオド）

10:25 スモールドッグチャンピオンシップ 予選　第１ラウンド（第２ピリオド）

11:00 こども（低学年）の部 予選　第２ラウンド

 こども（高学年）の部 予選　第２ラウンド

11:40 スモールドッグチャンピオンシップ 予選　第２ラウンド（第１ピリオド）

12:20 スモールドッグチャンピオンシップ 予選　第２ラウンド（第２ピリオド）

13:45 こども（低学年）の部 決勝ラウンド（３チーム）

 こども（高学年）の部 決勝ラウンド（３チーム）

 シニアドッグの部 決勝ラウンド（５チーム）

14:30 終了

 9:45 こども（低学年）の部 予選　第１ラウンド

 こども（高学年）の部 予選　第１ラウンド

10:25 シニアドッグの部 予選　第１ラウンド

11:45 シニアドッグの部 予選　第２ラウンド

13:00 ヒート犬 予選　第１･第２ラウンド

13:15 終了

本　戦
DAY-2

グランドチャンピオンシップ・スモールドッグチャンピオンシップ
シニアドッグの部・こどもの部(高学年/低学年）11月6日(日)

Bコート

Cコート

Aコート

スケジュール

2011年度 表彰式典
11月5日 18:00～／於：パークセンター ビジター棟 2F

　年間の各種表彰を行う表彰式典を、大会第1日目（11月5日）大会終了

後、公園内淡路口ゲート前『パークセンター ビジター棟』２階ホー

ルにて行います。

　受賞された方を始め、選手のみなさんはもちろん、ご家族・ご友人

など、どなたでも無料でご参加いただけます。事前のお申込は不要で

すので、みなさま、お誘い合わせの上、是非ご参加ください。

18:00 式典開始 （17:50 開場） ／ 19:30 終了予定



☆は、2010年度フリーフライトチャンピオン
－は、出場辞退チーム
●は、ノミネート規定数により出場不可チーム

○フリーフライトチャンピオンシップ

順位 氏　　名 犬　名 犬　　種 出身地

 ☆1 澤　　幹子 綺羅 ボーダーコリー 大阪府

 2 澤　　幹子 AILA ボーダーコリー 大阪府

 －3 杉本　繁郎 555 ボーダーコリー 北海道

 4 渡邊　賢次 CONNY Ａシェパード 茨城県

 5 間　　美加 Digital ボーダーコリー 福岡県

 6 南　　浩一 GLORY ボーダーコリー 兵庫県

 7 和田　満月 Diana ボーダーコリー 福岡県

 8 渡邊　賢次 ALEX Ａシェパード 茨城県

 9 川又奈緒美 らびゅ ボーダーコリー 東京都

 10 田渕　義博 SOPHIA ボーダーコリー 京都府

 ●11 澤　　幹子 SID ボーダーコリー 大阪府

 12 野田　希子 乱魏 ボーダーコリー 福岡県

 13 高橋真衣子 PORTIA ボーダーコリー 広島県

 14 和田陵太郎 華鈴 ボーダーコリー 福岡県

 15 石井　勝久 天天 Ａシェパード 大阪府

 16 岩間　公代 capi ジャックラッセル 奈良県

 17 新津　芳博 グリスン・ベル ボーダーコリー 静岡県

 18 新津　芳博 Wild Leo ボーダーコリー 静岡県

 

順位 氏　　名 犬　名 犬　　種 出身地

○ペアの部

－は、出場辞退チーム

安達由美子

正木　成人

八幡　瑛茉

島本　圭悟

中村　優斗

中村　清則

古野　智子

八幡　　誠

渋谷　典代

小井　　正

牛島由加里

和田陵太郎

石川　麻紀

浅田　潤也

木田　明美

荻野　隆行

西山いづみ

西山　哲也

八幡　美可

古野　勝久

菅野　洋子

菅野欣一郎

順位 氏　　名 犬　名 犬　　種 出身地

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

阿修羅

DIESEL

Charo

schumacher

疾風

AXS

Mark

蓮

サリー

WIN

ウィンディー

NZヘディングドッグ

ストロングアイ

ボーダーコリー

ボーダーコリー

ボーダーコリー

ボーダーコリー

ボーダーコリー

ボーダーコリー

ボーダーコリー

ボーダーコリー

ボーダーコリー

奈良県

兵庫県

宮城県

兵庫県

岡山県

福岡県

神奈川県

大阪府

兵庫県

兵庫県

山形県

中村　信子

中村　裕司

山本　明美

山本　孝治

安田　教子

安田　伸之

山口　圭子

渋谷　　功

溝尾　美咲

中村　幸市

川嶋　久美

麻生　来希

小川真由美

須貝ひとみ

清田真里菜

鎌田　義明

三五　淑子

三五　　均

村井知恵美

村井　哲也

順位 氏　　名 犬　名 犬　　種 出身地

12

13

14

15

－16

17

18

19

20

21

Watts

ミミ

POOKY

RUSTY

SALAN

スワン

James Moriarty

RIZE

NIKE

ニコ

ウィペット

NZヘディングドッグ

ボーダーコリー

ボーダーコリー

ボーダーコリー

ボーダーコリー

ボーダーコリー

ボーダーコリー

ボーダーコリー

Ａシェパード

千葉県

兵庫県

神奈川県

兵庫県

広島県

福岡県

静岡県

福岡県

新潟県

滋賀県

4

JFA SKYDOG CHAMPIONSHIPS 2011 チャンピオン決定戦
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－は、出場辞退チーム
△は、シーズン途中出場辞退チーム

○レディースチャンピオンシップ

順位 氏　　名 犬　名 犬　　種 出身地 順位 氏　　名 犬　名 犬　　種 出身地

 1 柏木真理子 CLIFFORD ボーダーコリー 青森県

 2 八幡　瑛茉 DIESEL ストロングアイ 兵庫県

 3 谷越　雪絵 環菜 ボーダーコリー 岩手県

 4 長嶋こずえ GABEL ボーダーコリー 埼玉県

 5 松尾　直美 AERA ボーダーコリー 長崎県

 6 保科　憲子 OTTEY ボーダーコリー 東京都

 7 八幡　瑛茉 GLAMOUR ボーダーコリー 兵庫県

 8 福本　聡子 ミディ ボーダーコリー 茨城県

 9 西前まな美 ＳＵＮ ボーダーコリー 熊本県

 10 遠山由美子 TENMA ボーダーコリー 神奈川県

 11 石渡由美子 ユッキー ボーダーコリー 神奈川県

 12 稲葉　有紀 フェスタ ボーダーコリー 滋賀県

 13 高橋　純代 Iris ボーダーコリー 神奈川県

 14 高桑　真紀 Ｂ ボーダーコリー 大阪府

 15 福田　智穂 アーシュ ウィペット 東京都

 16 松尾　直美 NOVA ボーダーコリー 長崎県

 17 馬場由紀代 クララ ボーダーコリー 神奈川県

 18 木田　和夏 Little Navajo ボーダーコリー 大阪府

 19 小林真由美 タイガ ボーダーコリー 神奈川県

 20 古野　智子 Mike ボーダーコリー 兵庫県

 21 和田　満月 Diana ボーダーコリー 福岡県

 22 伊原　博美 ANDY ボーダーコリー 千葉県

 23 菊地　敦子 琥珀 ボーダーコリー 青森県

 24 石川　麻紀 Mark ボーダーコリー 神奈川県

 25 青田　恵子 LIKE ボーダーコリー 兵庫県

 26 磯部　輝代 富士 ボーダーコリー 東京都

 △27 永田　明美 Willie Kirkland ボーダーコリー 宮城県

 28 清田真里菜 RIZE ボーダーコリー 福岡県

 29 間　　美加 Tachyon ボーダーコリー 福岡県

 －30 小松崎優美 リヴ ボーダーコリー 茨城県

 31 木田　和夏 Sunway ボーダーコリー 大阪府

 32 溝尾　美咲 SALAN ボーダーコリー 広島県

 33 遠山由美子 SARA ボーダーコリー 神奈川県

 34 福本　聡子 フィーユ ボーダーコリー 茨城県

 35 和田　満月 Ruber ボーダーコリー 福岡県

 36 八幡　瑛茉 マイクロ ストロングアイ 兵庫県

 37 岸本　貴子 ノア ボーダーコリー 岩手県

 38 瀧浦　容子 エール ボーダーコリー 大阪府

 39 柏木真理子 KAIN ボーダーコリー 青森県

 40 深谷　里美 みる ウィペット 岐阜県

 41 佐藤真理子 藍 ボーダーコリー 秋田県

 42 斉藤真由美 未来 ボーダーコリー 宮城県

 43 渋谷　典代 疾風 ボーダーコリー 岡山県

 44 牛島由加里 AXS ボーダーコリー 福岡県

 △45 四方田暁美 Luce ボーダーコリー 福岡県

 46 八幡　瑛茉 WIN ボーダーコリー 兵庫県

 47 福本　聡子 petit ange ボーダーコリー 茨城県

 48 高橋　未夢 rosy ボーダーコリー 神奈川県

 49 三崎　涼香 ラオウ ボーダーコリー 和歌山県

 50 磯部　輝代 ガンジー ボーダーコリー 東京都

 51 平岡　喜代 卑弥呼 ミックス 奈良県

 52 深谷　里美 Cent ウィペット 岐阜県

 53 高木のどか ロビン ボーダーコリー 東京都

 54 中川　由美 瑠可 ボーダーコリー 広島県

 55 小林真由美 ボス ボーダーコリー 神奈川県

 56 宮迫　由美 Lucy ボーダーコリー 大分県

 57 高橋真衣子 PORTIA ボーダーコリー 広島県

 58 間　　美加 Digital ボーダーコリー 福岡県

 東北1 泉澤　順子 華蓮 ボーダーコリー 岩手県

 東北2 中野　歩美 Yume ボーダーコリー 岩手県

出場リストDAY-1 2011.11.5（SAT）

ジャパンファイナルの興奮をBS･CSで!!

スカイ・A sports+の視聴には、上記のいずれかにご加入が必要です。
詳しい放送予定や視聴方法については、ホームページをご覧ください。

「ジャパンファイナル2011」の模様が、

スポーツ専門チャンネル “スカイ･A sports＋”で

60分番組として放送されます。

初回放送は12月中旬の予定です。 お楽しみに！

http://www.sky-a.co.jp/



ブロック № 氏　　名 犬　名 犬　　種

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

全国順位

6

○ユースオープンの部○ユースオープンの部

岡 

山 

県

広
　

島
　

県

香 

川 

県

福
　

岡
　

県

徳
島
県

ブロック № 氏　　名 犬　名 犬　　種 全国順位

奈
　

良
　

県

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

 中野　歩美 Yume ボーダーコリー 15

 泉澤　順子 華蓮 ボーダーコリー 80

 箕浦　博実 ICE ボーダーコリー 32

 望月　　隆 ひな ボーダーコリー 49

 中村　優斗 JACK ボーダーコリー 96

 布施　明広 ループ ミックス 52

 菅野欣一郎 リージェイ ボーダーコリー 75

 菅野　洋子 グラム ボーダーコリー 187

 中島　博年 EYESHIELD KIRA ボーダーコリー 9

 加藤　昌宏 ルート ボーダーコリー 12

 後藤　公彦 雅楽 ボーダーコリー 14

 石川　恵子 リンク ボーダーコリー 23

 今井　照明 武蔵 Ｗシェパード 28

 藤崎　雅也 ふぁーふぁ Ｓプードル 13

 伊原　明良 GIAN ボーダーコリー 19

 山本　聖文 クワン ゴールデン 22

 池内　　実 アース ボーダーコリー 46

 池内　　都 リジェ ボーダーコリー 127

 福田　吉宏 アーシュ ウィペット 5

 佐野　貴敏 烈火 ボーダーコリー 6

 金子　覚巳 ARD ボーダーコリー 11

 藁品　隆章 マチャマチャ Ａシェパード 20

 増田　　健 虎二郎 Ａシェパード 24

 天野　佳子 杏 ボーダーコリー 41

 藁品　恵子 マチャマチャ Ａシェパード 90

 高木　里美 ロビン ボーダーコリー 91

 高木のどか ルフィ ボーダーコリー 95

 藤原　　親 オワリ ボーダーコリー 97

 黒岩　正樹 かぼす ボーダーコリー 7

 黒岩　幸子 かぼす ボーダーコリー 42

 薦岡　勝美 麦 ボーダーコリー 48

 羽田　宗春 瀬菜 ボーダーコリー 60

 芝田真紀子 ナッツ ボーダーコリー 85

 三五　　均 アーニー ノバスコシア 76

 坂谷　　恵 ジェイク ラブラドール 93

 近藤　吉晴 サリー ミックス 120

 三五　淑子 NIKE ボーダーコリー 129

 本郷　雅英 楽ら ラブラドール 71

 石田　　豊 ハービー ストロングアイ 25

 五十嵐拓也 一天 ボーダーコリー 107

 篠崎　　亮 菊一 ウィペット 64

 伊藤　嘉信 さくら Ｇシェパード 163

 江村　康秀 RAYS ボーダーコリー 18

 新津　芳博 Wild Leo ボーダーコリー 94

 大原　和美 マーズ グローネンダール 99

 海野真由美 monamona Ｍプードル 145

 大原　久史 ガーラ グローネンダール 180

 伊奈　祐次 グラン ボーダーコリー 3

 近藤　功二 フィル ボーダーコリー 29

 金子　　勝 錠 ボーダーコリー 50

 市原　貴恵 DINO ボーダーコリー 66

 高橋久里子 chebeburashka バーニーズＭＤ 79
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 西村　久志 フィックス ボーダーコリー 59

 亀井　伸介 ウェンディ ボーダーコリー 62

 東條　浩一 きらり ボーダーコリー 83

 内田　宗義 オレオ ボーダーコリー 34

 村井　哲也 ハグ Ａシェパード 135

 新屋　正子 悧々 ラブラドール 148

 油利　　享 デューク ボーダーコリー 150

 新屋　正弘 悧々 ラブラドール 154

 藤原　達雄 レオン ボーダーコリー 84

 松浦　哲也 めるも Ｗシェパード 86

 加藤　裕喜 COOL ボーダーコリー 132

 谷口　悦子 OCEAN Ａシェパード 137

 谷口　好彦 ROBIN Ａシェパード 174

 小西　由知 佐助 ボーダーコリー 27

 西本　　寛 ムース ボーダーコリー 31

 河野　和則 ベル ラブラドール 37

 荻野　隆行 みずき ラブラドール 44

 西田　　茂 Bell ボーダーコリー 55

 佐藤　　一 むさし ボーダーコリー 68

 山下　晋一 しずく ラブラドール 72

 米谷　克一 Rera ボーダーコリー 73

 河野　幸彦 亜夢 ボーダーコリー 88

 小西　優子 Rock Lee ボーダーコリー 105

 山本　真衣 ナイル ウェルシュコーギー 43

 斉藤　裕子 海 ボーダーコリー 67

 斉藤　正巳 Lino ボーダーコリー 74

 長田　克志 GRAN ボーダーコリー 100

 上田　光子 桜子 ゴールデン 103

 鞍谷　　惟 Vanilla Ｗシェパード 115

 守田　典子 ALBERT Ａシェパード 117

 松尾　英行 すみれ ボーダーコリー 155

 森　あずさ はる ボーダーコリー 157

 守田　健治 ZINA Ａシェパード 169

 武田　尚之 ヴィキ ボーダーコリー 65

 武田　晶子 ブルーウィー ボーダーコリー 144

 渋谷　典代 颯太 ボーダーコリー 166

 中川　剛彦 瑠可 ボーダーコリー 21

 大下　一成 GRACE ボーダーコリー 131

 近藤　高弘 ビッキー ラブラドール 147

　山崎　美香 にな ボーダーコリー 156

 大下　由香 GRACE ボーダーコリー 160

 島本　圭悟 Lark ボーダーコリー 4

　島本　富生 Lark ボーダーコリー 57

　半明　知佳 ハルカ ボーダーコリー 8

　片岡千賀子 ヒロ ボーダーコリー 26

　片岡　裕貴 ヒロ ボーダーコリー 40

　田口　京介 フレイヤ ボーダーコリー 1

　麻生　来希 AQUA ボーダーコリー 2

　竹内　敏洋 Alex ボーダーコリー 16

　石松　貴夫 クラウド ボーダーコリー 92

　川嶋　久美 スワン ボーダーコリー 108
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○ユースオープンの部○ユースオープンの部

出場リストDAY-1 2011.11.5（SAT）

ブロック № 氏　　名 犬　名 犬　　種

104

105

106

107

108

109

全国順位 ブロック № 氏　　名 犬　名 犬　　種 全国順位

110

111

112

113

114

115

　上野平ミユキ 華蓮 ボーダーコリー 61

　上野平　寛 LEON ボーダーコリー 143

　吉野　義一 シーザー ウィペット 10

　河口　典子 ナナ ボーダーコリー 54

　山本　雅代 インディー ボーダーコリー 171

　城戸　　恵 はな ウェルシュコーギー 188

 柏原　克海 ACUTO ボーダーコリー 38

　別木　達彦 ララシャンス ラブラドール 89

　谷口　敏郎 蘭丸 ボーダーコリー 106

　川畑　　委 COOKIE ボーダーコリー 140

　川畑　拓也 COOKIE ボーダーコリー 152

　アン･ブレイジア ルビー ラブラドール 125

佐
賀
県

熊  

本  

県

大
　

分
　

県

鹿児島県

第１回
（1994）

第３回
（1996）

第７回
（2000）

第８回
（2001）

第９回
（2002）

第10回
（2003）

第12回
（2005）

第13回
（2006）

第14回
（2007）

第15回
（2008）

第16回
（2009）

グランドチャンピオン フリーフライトチャンピオン

レディースチャンピオン スモールドッグチャンピオン

第17回
（2010）

第２回
（1995）

第６回
（1999）

第４回
（1997）

第５回
（1998）

第11回
（2004）

History of Japan Final 歴代チャンピオンおよび開催地一覧
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○スモールドッグチャンピオンシップ

順位 氏　　名 犬　名 犬　　種 出身地 順位 氏　　名 犬　名 犬　　種 出身地

 1 藤田　浩子 マイロ ジャックラッセル 奈良県

 2 山本　憲斉 我闘 ウェルシュコーギー 兵庫県

 3 奥田なぎさ 沙羅 ミックス 大阪府

 4 奥田なぎさ 世那 ミックス 大阪府

 5 佐々木雅敏 BOB ウェルシュコーギー 福岡県

 6 平岡　正浩 百子 柴犬 奈良県

 7 上野平　寛 セフィーロス ジャックラッセル 佐賀県

 8 山本　真衣 ナイル ウェルシュコーギー 兵庫県

 9 佐々木雅敏 ひめ ウェルシュコーギー 福岡県

 10 加藤　智一 ボルト ウェルシュコーギー 宮城県

 11 畔出　裕隆 Brian ジャックラッセル 東京都

 12 宮沢　健一 月 ジャックラッセル 長野県

 13 三ケ田達也 キャッチャー ジャックラッセル 静岡県

 14 鹿島　英彦 リフェル ボストンテリア 兵庫県

 15 溝尾　雅広 エリス ウェルシュコーギー 広島県

 16 仲本　和弘 はちべえ パピヨン 大阪府

 17 畔出　裕隆 Tenpoint ジャックラッセル 東京都

 18 田中　明美 MUSE ウェルシュコーギー 大阪府

 19 城戸　英二 はな ウェルシュコーギー 熊本県

 20 福原　芳郎 ミミ ジャックラッセル 兵庫県

 21 榎硲　博昭 銀次郎 ミックス 大阪府

 22 渥美ひとみ 毬菜 シェルティ 滋賀県

 23 塚本　貴志 Becky ウェルシュコーギー 大阪府

 24 溝尾　美咲 Luz コイケルホンディエ 広島県

 25 鶴田英二郎 みかん ウェルシュコーギー 熊本県

 26 城戸　英二 みみ ウェルシュコーギー 熊本県

 27 加藤　宣文 なな ミックス 埼玉県

 28 藤原　　親 ハジメ ウェルシュコーギー 東京都

 29 林　　健治 あとらす ウェルシュコーギー 三重県

 30 土田　雅志 栗の介 ウェルシュコーギー 埼玉県

 31 三ケ田鈴香 サード ジャックラッセル 静岡県

 32 安達　朋宏 まめた ウェルシュコーギー 愛知県

 33 鎌田　義明 チョコ ウェルシュコーギー 大分県

 34 宮崎　康一 アル ウェルシュコーギー 兵庫県

 35 佐々木雅敏 LEVIN ウェルシュコーギー 福岡県

 36 城戸　英二 てんてん ウェルシュコーギー 熊本県

 東北1 藤井　直樹 ジルバ ウェルシュコーギー 宮城県

－は、出場辞退チーム

○シニアドッグの部

順位 氏　　名 犬　名 犬　　種 出身地

 1 谷越久仁夫 modern ボーダーコリー 岩手県

 2 田中　勝則 遥 ボーダーコリー 千葉県

 3 安田　伸之 ガーフィー ボーダーコリー 神奈川県

 4 宮迫　裕二 TRAD ボーダーコリー 京都府

 －5 松本　　毅 NOEL ボーダーコリー 青森県

 6 小林　郁夫 ウィンベル Ａシェパード 広島県

 7 木下　　誠 REO ボーダーコリー 兵庫県

 8 宮迫　裕二 IVY ボーダーコリー 京都府

 9 田渕　義博 SOPHIA ボーダーコリー 京都府

 10 中川　剛彦 凛子 ボーダーコリー 広島県

 －11 小田島賢二 ぴぃちゃん ゴールデン 埼玉県

 －12 近藤　茂雄 チェーン ボーダーコリー 埼玉県

 13 渋谷　　功 あんず ラブラドール 岡山県

 14 和田陵太郎 Ruber ボーダーコリー 福岡県

 15 瀧浦　慶郎 エール ボーダーコリー 大阪府

順位 氏　　名 犬　名 犬　　種 出身地

 －16 横山まゆみ ナミ ボーダーコリー 高知県

 －17 有馬智津子 Solan ボーダーコリー 埼玉県

 18 増田　　健 虎之助 Ａシェパード 東京都

 19 竹山　和博 RIN ラブラドール 兵庫県

 20 竹内　正徳 PENNE ボーダーコリー 福岡県

 21 川崎　良輝 KOBE ラブラドール 兵庫県

 －22 中川　祐子 クララ ボーダーコリー 茨城県

 23 森高　裕士 ノントロッポ ラブラドール 福岡県

 24 上野平　寛 LEON ボーダーコリー 佐賀県

 25 中村　裕司 フラッシュ ボーダーコリー 千葉県

 26 中谷　一友 BoA ボーダーコリー 大阪府

 27 江村富美子 リオ ボーダーコリー 静岡県

 28 小林　郁夫 ティアラ Ａシェパード 広島県

 

○こども（高学年）の部

順位 氏　　名 犬　名 犬　　種 出身地

 1 中村　優斗 Charo ボーダーコリー 宮城県

 2 竹内　颯佑 PACE ボーダーコリー 福岡県

 3 麻生　来希 AQUA ボーダーコリー 福岡県

 4 柏原　璃菜 ACUTO ボーダーコリー 大分県

 5 中村　優斗 JACK ボーダーコリー 宮城県

 6 三浦　　麟 らん ボーダーコリー 青森県

 7 柴村　亮佑 CHARIS ボーダーコリー 福岡県

 8 麻生　来希 REM ボーダーコリー 福岡県

 9 佐藤　文菜 やまと ボーダーコリー 大阪府

 10 竹内　颯希 PENNE ボーダーコリー 福岡県

☆は、2010年度こども（低学年）の部チャンピオン

○こども（低学年）の部

順位 氏　　名 犬　名 犬　　種 出身地

 ☆1 八幡　琳珠 WIN ボーダーコリー 兵庫県

 2 薮本　友結 ワイルドターキー ボーダーコリー 福井県

 3 古野捷之佑 schumacher ボーダーコリー 兵庫県

 4 増田雄太郎 虎二郎 Ａシェパード 東京都

 5 遠藤　匠真 なな ボーダーコリー 埼玉県

 6 四方田歩夢 Luce ボーダーコリー 熊本県

 7 冨惠　圭人 あんず ボーダーコリー 福岡県



○グランドチャンピオンシップ

順位 氏　　名 犬　名 犬　　種 出身地 順位 氏　　名 犬　名 犬　　種 出身地
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 1 深谷　浩之 TIGA ウィペット 岐阜県

 2 北川　安洋 シルフィー ボーダーコリー 奈良県

 3 福尾　光一 GOKOO ＮＺヘディングドッグ 岡山県

 4 浅田　潤也 ルティルナ ボーダーコリー 神奈川県

 5 菊地　敦子 珊瑚 ボーダーコリー 青森県

 6 助定　潤司 RAI ウィペット 兵庫県

 7 中村　裕司 Watts ウィペット 千葉県

 8 吉武　竜司 Stella ボーダーコリー 福岡県

 9 山本　孝治 ミミ ＮＺヘディングドッグ 兵庫県

 10 山王　克宏 パセリ ボーダーコリー 埼玉県

 ☆11 今村　武史 Mercury ボーダーコリー 大阪府

 12 市川　雅士 Mimosa ボーダーコリー 静岡県

 13 和田陵太郎 Diana ボーダーコリー 福岡県

 14 増田　　健 七福 ボーダーコリー 東京都

 15 山田　　仁 ウーパー ウィペット 新潟県

 16 高橋　毅一 vogue ボーダーコリー 神奈川県

 17 深谷　浩之 九十九 ウィペット 岐阜県

 18 須貝ひとみ Lien ボーダーコリー 岐阜県

 19 須貝　信也 Lien ボーダーコリー 岐阜県

 20 永田　明美 Mike Reinbach ボーダーコリー 宮城県

 21 小西　秀則 Little Navajo ボーダーコリー 大阪府

 22 山王　克宏 セロリ ボーダーコリー 埼玉県

 23 島本　圭悟 Beak ボーダーコリー 徳島県

 24 山田　　仁 エルダ ラブラドール 新潟県

 25 渋谷　　功 疾風 ボーダーコリー 岡山県

 26 小西　秀則 Sunway ボーダーコリー 大阪府

 27 四方田　竜 Luce ボーダーコリー 福岡県

 28 小堀　清和 Twister ボーダーコリー 千葉県

 29 三本　欽麗 Pallas Athena ボーダーコリー 茨城県

 30 荻野　隆行 くらら ラブラドール 大阪府

 31 松尾　　至 NOVA ボーダーコリー 長崎県

 32 永田　　亨 Mike Reinbach ボーダーコリー 宮城県

 33 山本　浩隆 ハルキ ボーダーコリー 秋田県

 34 吉野　義一 ハリー ＮＺヘディングドッグ 熊本県

 35 深谷　浩之 Ｘ ウィペット 岐阜県

 36 川崎　忠男 Kicca ボーダーコリー 静岡県

 37 永田　　亨 Willie Kirkland ボーダーコリー 宮城県

 38 森　　雅昭 ARCH ストロングアイ 奈良県

 39 谷越久仁夫 環菜 ボーダーコリー 岩手県

 40 五十嵐　誠 チョッパー ボーダーコリー 茨城県

 41 鈴木　武司 HAL ボーダーコリー 千葉県

 42 長屋　隆司 Jake ウィペット 岐阜県

 43 北川　安洋 ソニック ストロングアイ 奈良県

 44 田渕　義博 SOPHIA ボーダーコリー 京都府

 45 小山　　隆 DERRINGER グローネンダール 東京都

 46 対馬　和幸 Vega ボーダーコリー 神奈川県

 47 西前　　誠 SUN ボーダーコリー 熊本県

 48 小川真由美 James Moriarty ボーダーコリー 静岡県

 49 稲葉　秀昭 フェスタ ボーダーコリー 滋賀県

 50 助定　潤司 モナ ボーダーコリー 兵庫県

 51 古野渓太郎 schumacher ボーダーコリー 兵庫県

 52 山口　朋孝 龍馬 ボーダーコリー 兵庫県

 53 宮迫　裕二 RALPH ボーダーコリー 京都府

 54 山本　孝治 クク ウィペット 兵庫県

 55 眞田　知博 Alliecha ミックス 千葉県

 56 増田　　健 虎之助 Ａシェパード 東京都

 57 畑中　松雄 シューター ボーダーコリー 三重県

 58 井上　弘之 狼 ボーダーコリー 埼玉県

 59 石渡　紀章 ユッキー ボーダーコリー 神奈川県

 60 西山　哲也 Yuna ボーダーコリー 兵庫県

 61 小井　　正 リベニーノ ボーダーコリー 大阪府

 62 深谷　浩之 小夜 ウィペット 岐阜県

 63 小峰　　泉 けちゃっぷ ボーダーコリー 埼玉県

 64 福本　義裕 ミニョン ボーダーコリー 茨城県

 65 川崎　良輝 HYOGO ラブラドール 兵庫県

 66 高橋　毅一 Iris ボーダーコリー 神奈川県

 67 上田　　彰 SANTA ボーダーコリー 大阪府

 68 西山　哲也 陽向 ボーダーコリー 兵庫県

 69 正木　成人 阿修羅 ＮＺヘディングドッグ 奈良県

 70 伊原　明良 ANDY ボーダーコリー 千葉県

 71 中村　清則 Charo ボーダーコリー 宮城県

 ◆72 松浦　哲也 うらん Ｗシェパード 京都府

 東北1 加藤　徹哉 LYNX ボーダーコリー 宮城県

 東北2 庄子　幸雄 楓太 ボーダーコリー 宮城県

 東北3 菅野欣一郎 ウィンディー ボーダーコリー 山形県

出場リストDAY-2 2011.11.6（SUN）

☆は、2010年度グランドチャンピオン
◆は、会長特別推薦枠




