
AG3 夏合宿              2016/08/16

順位 高 犬名    減点  減点 減点合計    旋回 標準 旋回 
 山脇                       

  斉藤                      
  横川                       
  栗本                              
  市川                             
  三木                         
  西                              
  山本玉三郎                             
  永井                               
  小林                              
   野口                                

 児玉                
 早川                
 山脇                 
 鷺山                   
 鳥井                
 永井                   
 重岡                 
 赤林                 
 堀内                  
 古谷                  
 御手洗                  
 大石                 
 米山                
 並木飛彩               
 高柳                  
 御手洗                 
 山本                  
 高橋                  
 大森                
 大野                  
 諸橋                 
 山脇                  



AG2 夏合宿              2016/08/16

順位 高 犬名    減点  減点 減点合計    旋回 標準 旋回 
  中嶋                             
  小池                             
  重岡                         
  西  太                             
  三木                           
  内藤                           
  児玉                                
  大森                           

 内藤                    
 野寄                  
 栗本                   
 小川                   
 市川                   
 横川                    



AG1 夏合宿              2016/08/16

順位 高 犬名    減点  減点 減点合計    旋回 標準 旋回 
  小林                     
  西村                          
  石原                          
  並木                         
  隈部                        
  大石                               
  関井                               
  野呂                              
  小池                                  

 関井               
 飯島                
 西村                



OPAG 夏合宿               2016/08/16

順位 高 犬名    減点  減点 減点合計    旋回 標準 旋回 
  堀内                         
  斉藤                        
  小林                       
  山本                        
  早川                       
  西  太                      
  小川                              
  諸橋                             
  野寄                             

 山脇                          
   池永                         
   三木                        
   大石                         
   三木                         
   市川                         
   栗本                           
   児玉                        
   小池                          
   赤林                           
   高柳                           
   御手洗                          
   山本玉三郎                         
   高橋                           
   大野                           
   並木飛彩                         
   横川                            

 山脇                           
   大森                           
   重岡                           
   古谷                            
   並木                           
   栗本                           
   野口                                 
   小林                          
   大石                           
   野呂                                 
   内藤                                 
   関井                               
   飯島                                  

 関井                  
 小池                     
 石原                    
 永井                   
 児玉                  
 鳥井                  
 鷺山                     
 永井                     
 重岡                   
 西村                   
 西村                    
 隈部                  
 中嶋                  
 内藤                   
 西                   
 御手洗                    
 山本                    



OPAG 夏合宿               2016/08/16

 市川                   
 横川                    
 大森                  
 米山                  



JP3 夏合宿              2016/08/16

順位 高 犬名    減点  減点 減点合計    旋回 標準 旋回 
  重岡                        
  高柳                         
  鳥井                             
  堀内                          
  山本玉三郎                       
  古谷                               
  児玉                              
  山本                            
  小林                                
   赤林                               

 永井                   
 野口                   
 早川                  
 山脇                   
 鷺山                     
 永井                     
 市川                   
 横川                    
 西                   
 栗本                     
 御手洗                    
 斉藤                   
 大石                   
 池永                   
 米山                  
 並木飛彩                 
 市川                   
 御手洗                   
 横川                    
 山本                    
 高橋                    
 大森                  
 三木                   
 大野                    
 諸橋                   
 山脇                    



JP2 夏合宿2016コンペ.xlsJP2 2016/08/16

順位 高 犬名    減点  減点 減点合計    旋回 標準 旋回 
  児玉                     
  内藤                        
  内藤                                
  栗本                                
  小川                                 
  大森                                

 西  太                
 小池                   
 重岡                  
 野寄                 
 中嶋                 
 三木                  



JP1 夏合宿2016コンペ.xlsJP1 2016/08/16

順位 高 犬名    減点  減点 減点合計    旋回 標準 旋回 
  西村                        
  小林                       
  小池                            
  野呂                              
  隈部                         
  並木                          
  関井                              
  飯島                                 

 関井                 
 石原                   
 西村                  
 大石                  



OPJP 夏合宿2016コンペ.xlsOPJP 2016/08/16

順位 高 犬名    減点  減点 減点合計    旋回 標準 旋回 
山脇                            

 赤林                            
 池永                            
 三木                            
 栗本                              
 横川                             
 御手洗                           
 並木飛彩                          
 永井                              
 坂井                            
  横川                             
  堀内                            
  三木                            
  重岡                             
  高柳                             
  斉藤                             
  児玉                           
  野口                            
  鳥井                           
  児玉                           
  西  太                          
  大野                              
  小林                            
  山脇                             
  市川                             
  西村                              
  大石                              
  野寄                            
  西                           
  山本                              
  早川                            
  隈部                             
  重岡                              
  小林                             
  内藤                             
  大森                              
  栗本                              
  高橋                              
  諸橋                           
  大森                            
  小池                              
  山本玉三郎                            
  御手洗                               
  内藤                             
  中嶋                             
  並木                              
  石原                             
  米山                             
  野呂                              

関井                 
飯島                  
関井                 
小池                    
鷺山                    
西村                  
大石                  



OPJP 夏合宿2016コンペ.xlsOPJP 2016/08/16

小川                  
古谷                   
山本                   
市川                  



夏合宿杯（ＳＭ）  夏合宿2016コンペ.xls夏合宿杯（ＳＭ）           

順位 高 犬名    減点  減点 減点合計    旋回 標準 旋回 
  小林                     
  重岡                     
  並木                     
  堀内                      

 山脇                     
  鷺山                        
  斉藤                      
  永井                      
  市川                      
  野口                      
   児玉                     
   小池                       
   石原                       
   野寄                     
   児玉                     
   池永                      
   並木                      
   小池                        
   重岡                      
    西                      
   大石                       
   永井                        
   高橋                      
   関井                     
   飯島                      
    西村 姫                   
    内田                       
   赤林                      
    西村                      
   高柳                      
   山本                      
    関井                     
   内藤                       
    並木                      



夏合宿杯（Ｌ） 夏合宿2016コンペ.xls夏合宿杯（Ｌ）           

順位 高 犬名    減点  減点 減点合計    旋回 標準 旋回 
  大森                   
  大野                     
  山本                    
  三木                    
  横川                     
  三木                    
  大石                    
  隈部                   
  三木                    
   御手洗                    
   並木                    
   御手洗                     
   大森                    
   斉藤                    
   栗本                       
   高柳                      
   栗本                    
   堀内                      
   米山                    
   西村                     
   鷺山                      
   西村                      
   横川                      
   高林                     
   御手洗                      
   古谷                      
   並木                      
   高橋                      
   西                     
   小川                     
   諸橋                     
   野呂                     
   栗本                       
   中嶋                    

 山脇                      


