
Game４０　愛知県木曽三川公園　ＧⅠ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）

８：００ プラクティスゲーム 1 897 小山 利子 Reed 岩崎 大井 植田 長南 上田よ プラクティスゲーム 1 897 小山 利子 Reed 岩崎 大井 植田 長南 彦坂 １１：１０
プラクティスゲーム（1R） 2 1475 坂本 信一 くぅ輔

スーパークラス 1 5 大塚 裕 キッド ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ スーパークラス 1 5 大塚 裕 キッド ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
スーパークラス 2 1275 小山内 一之 CELLA スーパークラス 2 1275 小山内 一之 CELLA
スーパークラス 3 1350 平田 元 橙海 スーパークラス 3 1350 平田 元 橙海
スーパークラス 4 1587 丸山 洋雄 慧 スーパークラス 4 1587 丸山 洋雄 慧
スーパークラス 5 1059 鳥海 達也 すずな スーパークラス 5 1059 鳥海 達也 すずな
スーパークラス 6 1120 伊東 由樹 空海 スーパークラス 6 1120 伊東 由樹 空海
スーパークラス 7 1666 神谷 涼太 六花 スーパークラス 7 1666 神谷 涼太 六花
スーパークラス 8 6 関川 裕介 ORFEVRE スーパークラス 8 6 関川 裕介 ORFEVRE
スーパークラス 9 1479 北村 洋三 胡桃 スーパークラス 9 1479 北村 洋三 胡桃
スーパークラス 10 1531 藤井 洋司 ネオン スーパークラス 10 1531 藤井 洋司 ネオン
スーパークラス 11 5 大塚 裕 JETER スーパークラス 11 5 大塚 裕 JETER
スーパークラス 12 1529 田中 幹夫 Ally スーパークラス 12 1529 田中 幹夫 Ally
スーパークラス 13 1521 小屋松 寿敏 キリト スーパークラス 13 1521 小屋松 寿敏 キリト
スーパークラス 14 1475 坂本 信一 Luck スーパークラス 14 1475 坂本 信一 Luck
スーパークラス 15 1000 高村 哲也 ライオ スーパークラス 15 1000 高村 哲也 ライオ
スーパークラス 16 1183 伊藤 楓優香 ゼウス スーパークラス 16 1183 伊藤 楓優香 ゼウス
スーパークラス 17 1120 伊東 由樹 シャドウ スーパークラス 17 1120 伊東 由樹 シャドウ
スーパークラス 18 1275 小山内 一之 ぶっち スーパークラス 18 1275 小山内 一之 ぶっち
スーパークラス 19 6 関川 裕介 ORACION スーパークラス 19 6 関川 裕介 ORACION
スーパークラス 20 5 大塚 裕 ZIDANE スーパークラス 20 5 大塚 裕 ZIDANE
スーパークラス 21 904 日比野 敬司 RONRON スーパークラス 21 904 日比野 敬司 RONRON
スーパークラス 22 1524 浅田 佳邦 りょう スーパークラス 22 1524 浅田 佳邦 りょう
スーパークラス 23 1059 鳥海 達也 みずな スーパークラス 23 1059 鳥海 達也 みずな
スーパークラス 24 1529 田中 幹夫 Matthew スーパークラス 24 1529 田中 幹夫 Matthew
スーパークラス 25 1521 小屋松 寿敏 Annie スーパークラス 25 1521 小屋松 寿敏 Annie

ＭＪ ＳＪ ＬＪ ＭＣ Ｓ ＭＪ ＳＪ ＬＪ ＭＣ Ｓ

９：００ S2クラス 1 1705 粂 佑奈 ☆ルパン☆ 長南 日比野 北村 岩崎 伊藤ふ S2クラス 1 1705 粂 佑奈 ☆ルパン☆ 長南 日比野 北村 岩崎 伊藤ま １２：１０
S2クラス 2 1682 伊興田 教平 uni S2クラス 2 1682 伊興田 教平 uni
S2クラス 3 1695 日比野 祥三 コタロウ S2クラス 3 1695 日比野 祥三 コタロウ
S2クラス 4 1597 牛澤 好司 ふわのすけ S2クラス 4 1597 牛澤 好司 ふわのすけ
S2クラス 5 904 岡本 憲明 CanCan S2クラス 5 904 岡本 憲明 CanCan
S2クラス 6 5 大塚 裕 BLACK S2クラス 6 5 大塚 裕 BLACK
S2クラス 7 1590 石川 功幸 SEENA S2クラス 7 1590 石川 功幸 SEENA
S2クラス 8 1000 高村 哲也 ルータ S2クラス 8 1000 高村 哲也 ルータ
S2クラス 9 6 関川 裕介 ALMOND EYE S2クラス 9 6 関川 裕介 ALMOND EYE
S2クラス 10 1294 深谷 浩之 天地 志狼 S2クラス 10 1294 深谷 浩之 天地 志狼
S2クラス 11 1705 粂 佑奈 ♪プリマ♪ S2クラス 11 1705 粂 佑奈 ♪プリマ♪
S2クラス 12 1059 鳥海 達也 ぽんず S2クラス 12 1059 鳥海 達也 ぽんず
S2クラス 13 1060 村松 久弘 カフ S2クラス 13 1060 村松 久弘 カフ
S2クラス 14 1042 植田 昌広 Leilla S2クラス 14 1042 植田 昌広 Leilla
S2クラス 15 1147 大井 隆生 ドン・ルドルフ S2クラス 15 1147 大井 隆生 ドン・ルドルフ
S2クラス 16 1606 河西 悦夫 マーリン S2クラス 16 1606 河西 悦夫 マーリン

ドギーズクラス 1 1417 武藤 和彦 ひかり ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ドギーズクラス 1 1417 武藤 和彦 ひかり ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
ドギーズクラス 2 1645 北田 博之 ひな ドギーズクラス 2 1645 北田 博之 ひな
ドギーズクラス 3 1264 上田 眞実 ルーチェ ドギーズクラス 3 1264 上田 眞実 ルーチェ
ドギーズクラス 4 525 芹澤 正彦 カスタード ドギーズクラス 4 525 芹澤 正彦 カスタード
ドギーズクラス 5 1580 菅谷 邦一 QUATTRO ドギーズクラス 5 1580 菅谷 邦一 QUATTRO
ドギーズクラス 6 1417 武藤 真美 ごんぞー ドギーズクラス 6 1417 武藤 真美 ごんぞー

ＭＪ ＳＪ ＬＪ ＭＣ Ｓ ＭＪ ＳＪ ＬＪ ＭＣ Ｓ

９：５０ レディースクラス 1 1606 河西 典子 マーリン 関川 小山内 長南 岩崎 関川ふ レディースクラス 1 1606 河西 典子 マーリン 関川 小山内 上田 岩崎 関川ふ １３：００
レディースクラス 2 1536 吉田 麻以 ニコ レディースクラス 2 1536 吉田 麻以 ニコ
レディースクラス 3 839 杉浦 由季 大吉 レディースクラス 3 839 杉浦 由季 大吉
レディースクラス 4 1529 田中 明子 Ally レディースクラス 4 1529 田中 明子 Ally
レディースクラス 5 967 森本 優子 エメラルド レディースクラス 5 967 森本 優子 エメラルド
レディースクラス 6 1000 高村 千穂 クアトロ レディースクラス 6 1000 高村 千穂 クアトロ
レディースクラス 7 1040 保宗 幸子 アルマ レディースクラス 7 1040 保宗 幸子 アルマ
レディースクラス 8 1183 伊藤 麻優菜 ゼウス レディースクラス 8 1183 伊藤 麻優菜 ゼウス
レディースクラス 9 1676 藤井 明日香 愛桜 レディースクラス 9 1676 藤井 明日香 愛桜
レディースクラス 10 1599 彦坂 仁美 Leo レディースクラス 10 1599 彦坂 仁美 Leo
レディースクラス 11 897 小山 利子 El Dorado レディースクラス 11 897 小山 利子 El Dorado
レディースクラス 12 1627 近藤 貴代 HARUKI レディースクラス 12 1627 近藤 貴代 HARUKI
レディースクラス 13 1529 田中 明子 Matthew レディースクラス 13 1529 田中 明子 Matthew

タイムトライアル 1 1479 北村 洋三 胡桃 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ タイムトライアル 1 1479 北村 洋三 胡桃 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
タイムトライアル 2 904 日比野 敬司 RONRON タイムトライアル 2 904 日比野 敬司 RONRON

ＭＪ ＳＪ ＬＪ ＭＣ Ｓ ＭＪ ＳＪ ＬＪ ＭＣ Ｓ

１０：３０ フレッシュマンズクラス 1 非会員 仲田　歩加 旺太郎 大塚 芹澤 岩崎 長南 日比野あ フレッシュマンズクラス 1 非会員 仲田　歩加 旺太郎 大塚 芹澤 神谷 長南 高村ち １３：４０
フレッシュマンズクラス 2 非会員 一村隆司 Sunny フレッシュマンズクラス 2 非会員 一村隆司 Sunny
フレッシュマンズクラス 3 非会員 今泉 美月 とわ フレッシュマンズクラス 3 非会員 今泉 美月 とわ
フレッシュマンズクラス 4 1687 土井 雄高 ソル フレッシュマンズクラス 4 1687 土井 雄高 ソル
フレッシュマンズクラス 5 1703 伊藤 匡紫 紬 フレッシュマンズクラス 5 1703 伊藤 匡紫 紬
フレッシュマンズクラス 6 1294 深谷 浩之 ファングジョーカー フレッシュマンズクラス 6 1294 深谷 浩之 ファングジョーカー

ペアクラス 1 1597 牛澤 好司・今泉 美月 とわのすけ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ペアクラス 1 1597 牛澤 好司・今泉 美月 とわのすけ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

シニアクラス 1 1627 近藤 範久 RAIRA ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ シニアクラス 1 1627 近藤 範久 RAIRA ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

キッズクラス 1 1703 伊藤 詩織 紬 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ キッズクラス 1 1703 伊藤 詩織 紬 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

チャレンジゲーム 1 非会員 安永　ちはる アイリス ↓ ↓ ↓ ↓ チャレンジゲーム 1 非会員 安永　ちはる アイリス ↓ ↓ ↓ ↓
チャレンジゲーム 2 839 杉浦 由季 まめとし チャレンジゲーム 2 839 杉浦 由季 まめとし
チャレンジゲーム 3 1264 上田 眞実 ライカ チャレンジゲーム 3 1264 上田 眞実 ライカ
チャレンジゲーム 4 1536 吉田 麻以 シオ チャレンジゲーム 4 1536 吉田 麻以 シオ
チャレンジゲーム 5 1597 牛澤 好司 太陽 チャレンジゲーム 5 1597 牛澤 好司 太陽
チャレンジゲーム 6 1645 北田 博之 Noah チャレンジゲーム 6 1645 北田 博之 Noah
チャレンジゲーム 7 1695 日比野 祥三 コタロウ チャレンジゲーム 7 1695 日比野 祥三 コタロウ
チャレンジゲーム 8 1703 伊藤 紗希 紬 チャレンジゲーム 8 1703 伊藤 紗希 紬

ベテランズクラス 1 967 森本 優子・克明 エメラルド ↓ ↓ ↓ ↓ ２Ｒ合計 80

ベテランズクラス 2 1275 小山内 一之 アッシュ

ベテランズクラス 3 1264 上田 眞実 レガロ １４：１０
ベテランズクラス 4 1183 伊藤 啓二 アイリス
ベテランズクラス 5 897 小山 利子 波音

１Ｒ合計 86 フレッシュマンズクラス １４：３０

１１：２０ タイムトライアル・NEO １４：４０

S2クラス １４：５０

レディース クラス １５：００

ドギーズ クラス 　【参考データ】 １５：１０

スーパークラス 　閉　園 　１６：３０ １５：２０

　日の入　１８：４０

オフィシャルジャッジ

インターバル １５分（投げ練：Ｓ２・ドギーズ） オフィシャルジャッジ

インターバル １５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 インターバル １５分（投げ練：２Ｒを行なっていない全クラス） オフィシャルジャッジ

5/1 １st ラウンド ２ｎｄ ラウンド
オフィシャルジャッジ

ジャッジの準備が整い次第、次プログラムをスタート オフィシャルジャッジ ジャッジの準備が整い次第、次プログラムをスタート

インターバル １５分（投げ練：Ｓ２・ドギーズ） オフィシャルジャッジ

Ｂ コート

撤収
開始

ハーフタイム　１５分（投げ練：スーパー）

ディスクセレモニー（決勝進出チーム紹介）

決勝進出者　投練（ディスタンス　１０分） 

表彰式

オフィシャルジャッジ


