
Game26　愛知県　木曽三川公園大会　プログラム進行予定一覧

（目安時刻） 種目 エントリー順 会員番号 人名 犬名 ＭＪ ＳＪ ＬＪ ＭＣ Ｓ 種目 エントリー順 会員番号 人名 犬名 ＭＪ ＳＪ ＬＪ ＭＣ Ｓ （目安時刻）

８：３０ スーパークラス 1 非会員 阪野 錠一 コマチャウ 岩崎 服部い 岡本 冨永 杉浦ゆ チャレンジゲーム 1 1640 佐藤 敬子 銀河 青野 植田 中村 長南 小山 ８：３０
スーパークラス 2 904 日比野 彩 FanFan チャレンジゲーム 2 1705 粂 佑奈 ☆ルパン☆

スーパークラス 3 5 大塚 裕 ZIDANE チャレンジゲーム 3 1294 深谷 浩之 陸奥 虎一

スーパークラス 4 1708 安心院 創一郎 ビーク チャレンジゲーム 4 非会員 長谷　優樹 ソーラン

スーパークラス 5 1466 須貝 信也 Awesome チャレンジゲーム 5 非会員 北田 陽子 プチル

スーパークラス 6 1120 伊東 由樹 Cookai チャレンジゲーム 6 非会員 位田　純志 かいと

スーパークラス 7 6 関川 裕介 ORACION チャレンジゲーム 7 839 杉浦 由季 まめとし ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

スーパークラス 8 1294 深谷 浩之 レイア オーガナ チャレンジゲーム 8 1042 植田 昌広 VICKE

スーパークラス 9 904 日比野 敬司 RONRON チャレンジゲーム 9 1147 大井 隆生 ドン・ルドルフ

スーパークラス 10 266 福島 弘明 LONA チャレンジゲーム 10 1264 上田 眞実 ライカ

スーパークラス 11 5 大塚 裕 キッド チャレンジゲーム 11 1527 折茂 有貴 大陸

スーパークラス 12 1618 松本 吉央 どれみ♪ チャレンジゲーム 12 1584 工藤 初枝 にこ

スーパークラス 13 1666 神谷 涼太 六花 チャレンジゲーム 13 1623 安岐 将弘 peach

スーパークラス 14 904 日比野 彩 BeeBee チャレンジゲーム 14 1294 深谷 浩之 鈴木 茂波

スーパークラス 15 6 関川 裕介 ORFEVRE チャレンジゲーム 15 1640 佐藤 浩樹 銀河

スーパークラス 16 1120 伊東 由樹 シャドウ チャレンジゲーム 16 1653 滝谷 光平 マックス

スーパークラス 17 1294 深谷 浩之 陸奥 八雲 チャレンジゲーム 17 1695 日比野 祥三 コタロウ

スーパークラス 18 3 木田 高弘 ラムシナモン チャレンジゲーム 18 1702 源平 哲也 あんず

スーパークラス 19 609 鈴木 哲 POCKY チャレンジゲーム 19 1705 粂 佑奈 ♪プリマ♪

スーパークラス 20 5 大塚 裕 JETER

スーパークラス 21 1183 伊藤 楓優香 ゼウス

スーパークラス 22 266 福島 彩永 LONA

ＭＪ ＳＪ ＬＪ ＭＣ Ｓ ＭＪ ＳＪ ＬＪ ＭＣ Ｓ

９：２０ S2クラス 1 1552 柴田 亮介 パクチー 木田た 柴田 大井 岩崎 折茂ゆ プラクティスゲーム 1 904 岡本 憲明 CanCan 鈴木さ 神谷 木田み 長南 ９：２０
S2クラス 2 1705 粂 佑奈 ♪プリマ♪ プラクティスゲーム 2 1622 神川 泰慶 ラジャー

S2クラス 3 1695 日比野 祥三 コタロウ プラクティスゲーム 3 1627 近藤 貴代 HARUKI

S2クラス 4 1183 伊藤 麻優菜 シャンス プラクティスゲーム(1R) 4 1584 工藤 英樹 ねね

S2クラス 5 1622 神川 泰慶 ラジャー プラクティスゲーム(1R) 5 1668 金 弘範 LOBIN

S2クラス 6 5 大塚 裕 BLACK

S2クラス 7 1175 渡辺 恵美 SALTO フレッシュマンズクラス 1 非会員 森澤 拓也 金時

S2クラス 8 1584 工藤 英樹 ねね フレッシュマンズクラス 2 非会員 浦宗 宝花 リブ

S2クラス 9 1042 植田 昌広 Leilla フレッシュマンズクラス 3 非会員 宮本美紀 lucky

S2クラス 10 1597 牛澤 好司 ふわのすけ フレッシュマンズクラス 4 1622 神川 由貴 ラジャー

S2クラス 11 1552 柴田 亮介 サバイ フレッシュマンズクラス 5 1627 近藤 範久 RAIRA

S2クラス 12 328 冨永 吉信 Rudy フレッシュマンズクラス 6 1705 粂 佑奈 ☆ルパン☆

S2クラス 13 904 岡本 憲明 CanCan フレッシュマンズクラス 7 非会員 北田 陽子 リゲル

S2クラス 14 1653 滝谷 光平 ロッキー フレッシュマンズクラス 8 897 小山 利子 Reed

S2クラス 15 1702 源平 哲也 ライチ フレッシュマンズクラス 9 1294 深谷 浩之 仮面ライダーWファングジョーカー

S2クラス 16 1175 渡辺 恵美 CALIMA フレッシュマンズクラス 10 1391 伊海 智子 小娘

S2クラス 17 1606 河西 悦夫 マーリン フレッシュマンズクラス 11 1604 長谷 真理加 ソーラン

S2クラス 18 831 服部 功 レゴシ フレッシュマンズクラス 12 非会員 森澤 拓也 うずしお

S2クラス 19 1294 深谷 浩之 天地 志狼 フレッシュマンズクラス 13 非会員 浦宗 優 サラ

S2クラス 20 1604 長谷 真理加 わっしょい フレッシュマンズクラス 14 非会員 宮本賢一 lucy

S2クラス 21 266 福島 弘明 JIGE フレッシュマンズクラス 15 1622 神川 泰慶 レン

S2クラス 22 6 関川 裕介 ALMOND EYE フレッシュマンズクラス 16 328 冨永 吉信 Vachell

S2クラス 23 704 青野 浩紀 MILO

ＭＪ ＳＪ ＬＪ ＭＣ Ｓ ＭＪ ＳＪ ＬＪ ＭＣ Ｓ

１０：１０ レディースクラス 1 1708 安心院 真代 バークリー 関川 日比野 松本 長南 関川ふ Bingo! 1 904 日比野 彩 FanFan 大塚 冨永 （　　　） 岩崎 大塚ま １０：１０
レディースクラス 2 831 服部 みゆき Handsome Lad Bingo! 2 1294 深谷 浩之 ファングジョーカー

レディースクラス 3 1627 近藤 貴代 HARUKI

レディースクラス 4 1599 彦坂 仁美 Leo

レディースクラス 5 897 小山 利子 El Dorado

レディースクラス 6 3 木田 美花 ラムシナモン

レディースクラス 7 839 杉浦 由季 大吉

レディースクラス 8 266 福島 彩永 Carre' ペアクラス 1 1604 長谷 真理加 わっしょい ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

レディースクラス 9 1183 伊藤 麻優菜 ゼウス

シニアクラス 1 1584 工藤 初枝 もも ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

ドギーズクラス 1 1222 中村 真二 Erica ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

ドギーズクラス 2 1672 山本 康弘 ファニー キッズクラス 1 1622 神川 大和 ラジャー ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

ドギーズクラス 3 1264 上田 眞実 ルーチェ

ドギーズクラス 4 1623 安岐 将弘 PACN ベテランズクラス 1 1597 牛澤 好司 みつき ↓ ↓ ↓ ↓

ドギーズクラス 5 704 青野 浩紀 ロッティ ベテランズクラス 2 3 木田 美花 チョコレートフラッシュ

ドギーズクラス 6 1527 折茂 煌 美海 ベテランズクラス 3 266 福島 彩永 クロア

ドギーズクラス 7 1668 金 弘範 LOBIN ベテランズクラス 4 1147 大井 隆生 テン

ドギーズクラス 8 1672 山本 康弘 サマー ベテランズクラス 5 1183 伊藤 楓優香 アイリス

ドギーズクラス 9 1482 柴田 好寿 ラキ ベテランズクラス 6 1391 伊海 智子 麻呂

ベテランズクラス 7 897 小山 利子 波音

タイムトライアル 1 1640 佐藤 敬子 ノンノ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

タイムトライアル 2 1666 神谷 涼太 六花

１Ｒ合計 65 １Ｒ合計 33

インターバル　１０分 (投げ練：Ｓ２） オフィシャルジャッジ オフィシャルジャッジインターバル　１０分 (投げ練：1Ｒを行なっていない全クラス）

インターバル　１０分 (投げ練：レディース・ドギーズ） オフィシャルジャッジ BINGO！のコート整備が整い次第、スタート オフィシャルジャッジ

ハーフタイム　２０分 ハーフタイム　２０分

1/29 Ａコート Ｂコート
オフィシャルジャッジ オフィシャルジャッジ



Game26　愛知県　木曽三川公園大会　プログラム進行予定一覧

１１：２０ スーパークラス 1 非会員 阪野 錠一 コマチャウ 岩崎 服部い 岡本 冨永 杉浦ゆ チャレンジゲーム 1 1640 佐藤 敬子 銀河 青野 植田 中村 長南 小山 １１：２０
スーパークラス 2 904 日比野 彩 FanFan チャレンジゲーム 2 1705 粂 佑奈 ☆ルパン☆

スーパークラス 3 5 大塚 裕 ZIDANE チャレンジゲーム 3 1294 深谷 浩之 陸奥 虎一

スーパークラス 4 1708 安心院 創一郎 ビーク チャレンジゲーム 4 非会員 長谷　優樹 ソーラン

スーパークラス 5 1466 須貝 信也 Awesome チャレンジゲーム 5 非会員 北田 陽子 プチル

スーパークラス 6 1120 伊東 由樹 Cookai チャレンジゲーム 6 非会員 位田　純志 かいと

スーパークラス 7 6 関川 裕介 ORACION チャレンジゲーム 7 839 杉浦 由季 まめとし ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

スーパークラス 8 1294 深谷 浩之 レイア オーガナ チャレンジゲーム 8 1042 植田 昌広 VICKE

スーパークラス 9 904 日比野 敬司 RONRON チャレンジゲーム 9 1147 大井 隆生 ドン・ルドルフ

スーパークラス 10 266 福島 弘明 LONA チャレンジゲーム 10 1264 上田 眞実 ライカ

スーパークラス 11 5 大塚 裕 キッド チャレンジゲーム 11 1527 折茂 有貴 大陸

スーパークラス 12 1618 松本 吉央 どれみ♪ チャレンジゲーム 12 1584 工藤 初枝 にこ

スーパークラス 13 1666 神谷 涼太 六花 チャレンジゲーム 13 1623 安岐 将弘 peach

スーパークラス 14 904 日比野 彩 BeeBee チャレンジゲーム 14 1294 深谷 浩之 鈴木 茂波

スーパークラス 15 6 関川 裕介 ORFEVRE チャレンジゲーム 15 1640 佐藤 浩樹 銀河

スーパークラス 16 1120 伊東 由樹 シャドウ チャレンジゲーム 16 1653 滝谷 光平 マックス

スーパークラス 17 1294 深谷 浩之 陸奥 八雲 チャレンジゲーム 17 1695 日比野 祥三 コタロウ

スーパークラス 18 3 木田 高弘 ラムシナモン チャレンジゲーム 18 1702 源平 哲也 あんず

スーパークラス 19 609 鈴木 哲 POCKY チャレンジゲーム 19 1705 粂 佑奈 ♪プリマ♪

スーパークラス 20 5 大塚 裕 JETER

スーパークラス 21 1183 伊藤 楓優香 ゼウス

スーパークラス 22 266 福島 彩永 LONA

ＭＪ ＳＪ ＬＪ ＭＣ Ｓ ＭＪ ＳＪ ＬＪ ＭＣ Ｓ

１２：１０ S2クラス 1 1552 柴田 亮介 パクチー 木田た 柴田 大井 岩崎 折茂ゆ プラクティスゲーム 1 904 岡本 憲明 CanCan 鈴木さ 神谷 木田み 長南 １２：１０
S2クラス 2 1705 粂 佑奈 ♪プリマ♪ プラクティスゲーム 2 1622 神川 泰慶 ラジャー

S2クラス 3 1695 日比野 祥三 コタロウ プラクティスゲーム 3 1627 近藤 貴代 HARUKI

S2クラス 4 1183 伊藤 麻優菜 シャンス プラクティスゲーム(1R) 4 1584 工藤 英樹 ねね

S2クラス 5 1622 神川 泰慶 ラジャー プラクティスゲーム(1R) 5 1668 金 弘範 LOBIN

S2クラス 6 5 大塚 裕 BLACK

S2クラス 7 1175 渡辺 恵美 SALTO フレッシュマンズクラス 1 非会員 森澤 拓也 金時

S2クラス 8 1584 工藤 英樹 ねね フレッシュマンズクラス 2 非会員 浦宗 宝花 リブ

S2クラス 9 1042 植田 昌広 Leilla フレッシュマンズクラス 3 非会員 宮本美紀 lucky

S2クラス 10 1597 牛澤 好司 ふわのすけ フレッシュマンズクラス 4 1622 神川 由貴 ラジャー

S2クラス 11 1552 柴田 亮介 サバイ フレッシュマンズクラス 5 1627 近藤 範久 RAIRA

S2クラス 12 328 冨永 吉信 Rudy フレッシュマンズクラス 6 1705 粂 佑奈 ☆ルパン☆

S2クラス 13 904 岡本 憲明 CanCan フレッシュマンズクラス 7 非会員 北田 陽子 リゲル

S2クラス 14 1653 滝谷 光平 ロッキー フレッシュマンズクラス 8 897 小山 利子 Reed

S2クラス 15 1702 源平 哲也 ライチ フレッシュマンズクラス 9 1294 深谷 浩之 仮面ライダーWファングジョーカー

S2クラス 16 1175 渡辺 恵美 CALIMA フレッシュマンズクラス 10 1391 伊海 智子 小娘

S2クラス 17 1606 河西 悦夫 マーリン フレッシュマンズクラス 11 1604 長谷 真理加 ソーラン

S2クラス 18 831 服部 功 レゴシ フレッシュマンズクラス 12 非会員 森澤 拓也 うずしお

S2クラス 19 1294 深谷 浩之 天地 志狼 フレッシュマンズクラス 13 非会員 浦宗 優 サラ

S2クラス 20 1604 長谷 真理加 わっしょい フレッシュマンズクラス 14 非会員 宮本賢一 lucy

S2クラス 21 266 福島 弘明 JIGE フレッシュマンズクラス 15 1622 神川 泰慶 レン

S2クラス 22 6 関川 裕介 ALMOND EYE フレッシュマンズクラス 16 328 冨永 吉信 Vachell

S2クラス 23 704 青野 浩紀 MILO

ペアクラス 1 1604 長谷 真理加 わっしょい ↓ 大塚 ↓ ↓ ↓

シニアクラス 1 1584 工藤 初枝 もも ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

キッズクラス 1 1622 神川 大和 ラジャー ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

ＭＪ ＳＪ ＬＪ ＭＣ Ｓ

１３：００ レディースクラス 1 1708 安心院 真代 バークリー 関川 日比野 松本 長南 関川ふ

レディースクラス 2 831 服部 みゆき Handsome Lad

レディースクラス 3 1627 近藤 貴代 HARUKI

レディースクラス 4 1599 彦坂 仁美 Leo

レディースクラス 5 897 小山 利子 El Dorado

レディースクラス 6 3 木田 美花 ラムシナモン

レディースクラス 7 839 杉浦 由季 大吉

レディースクラス 8 266 福島 彩永 Carre'

レディースクラス 9 1183 伊藤 麻優菜 ゼウス

ドギーズクラス 1 1222 中村 真二 Erica ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

ドギーズクラス 2 1672 山本 康弘 ファニー

ドギーズクラス 3 1264 上田 眞実 ルーチェ

ドギーズクラス 4 1623 安岐 将弘 PACN

ドギーズクラス 5 704 青野 浩紀 ロッティ

ドギーズクラス 6 1527 折茂 煌 美海

ドギーズクラス 7 1668 金 弘範 LOBIN

ドギーズクラス 8 1672 山本 康弘 サマー

ドギーズクラス 9 1482 柴田 好寿 ラキ

タイムトライアル 1 1640 佐藤 敬子 ノンノ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

タイムトライアル 2 1666 神谷 涼太 六花

２Ｒ合計 19 ２Ｒ合計 2

１４：００

フレッシュマンズクラス ※　規定数に満たない場合、決勝はありません

タイムトライアル・NEO ※　規定数に満たない場合、決勝はありません

S2クラス

レディースクラス 　【参考データ】
　閉　園　　　１６：３０

ドギーズクラス 　日の入　　 １７：１９

スーパークラス

表彰式

投げ練に開放（全クラス）

インターバル　１０分 (投げ練：レディース・ドギーズ） オフィシャルジャッジ

決勝進出者　投練（ディスタンス　１０分） 

※　Ｂコートにおいて、
決勝時の投げ練は禁止

ディスクセレモニー（決勝進出チーム紹介）

1/29 Ａコート Ｂコート
オフィシャルジャッジ オフィシャルジャッジ

インターバル　１０分 (投げ練：Ｓ２） オフィシャルジャッジ インターバル　１０分 (投げ練：1Ｒを行なっていない全クラス） オフィシャルジャッジ


