
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 当1 1627 近藤 貴代 HARUKI 長南 大井 柴田 岩崎 上田よ チャレンジゲーム 当1 967 森本 克明 アクアマリン 青野 折茂 冨永 高村ち ８：００
プラクティスゲーム(1R) 当2 1653 滝谷 光平 ロッキー チャレンジゲーム 1 非会員 安永 ちはる アイリス

プラクティスゲーム 1 897 小山 利子 Reed チャレンジゲーム 2 非会員 渡邉 浩司 ポチ

チャレンジゲーム 3 525 芹澤 正彦 シロップ

スーパークラス 1 961 高梨 雄次 サニー チャレンジゲーム 4 839 杉浦 由季 まめとし

スーパークラス 2 259 平野 浩一 BECCA チャレンジゲーム 5 1282 服部 紀子 Munsin Loud

スーパークラス 3 1478 三澤 新 Fuji チャレンジゲーム 6 1536 吉田 麻以 シオ

スーパークラス 4 1059 鳥海 達也 すずな チャレンジゲーム 7 1604 長谷 真理加 ソーラン

スーパークラス 5 5 大塚 裕 キッド チャレンジゲーム 8 1622 神川 悠 レン

スーパークラス 6 7 谷端 賢二 ZION チャレンジゲーム 9 1695 日比野 祥三 コタロウ

スーパークラス 7 1275 小山内 一之 CELLA チャレンジゲーム 10 1703 伊藤 匡紫 紬

スーパークラス 8 1125 亀本 正広 陸翔 チャレンジゲーム 11 525 芹澤 正彦 アイス

スーパークラス 9 310 岡 祐司 蓮斗

スーパークラス 10 904 日比野 敬司 RONRON ベテランズクラス 1 1479 北村 洋三 胡桃 ↓ ↓ ↓ ↓ ８：２０
スーパークラス 11 1521 小屋松 寿敏 キリト ベテランズクラス 2 961 高梨 まゆみ メルロー

スーパークラス 12 1282 服部 紀子 RAIN ベテランズクラス 3 1268 京極 明日香 ROYCE

スーパークラス 13 1350 平田 元 橙海 ベテランズクラス 4 1597 牛澤 好司 みつき

スーパークラス 14 1587 丸山 洋雄 慧 ベテランズクラス 5 1125 亀本 正広 大和

スーパークラス 15 259 平野 浩一 WILL ベテランズクラス 6 967 森本 優子・克明 エメラルド

スーパークラス 16 1478 三澤 哲也 Fuji ベテランズクラス 7 266 福島 彩永 クロア

スーパークラス 17 1275 小山内 一之 ぶっち ベテランズクラス 8 897 小山 利子 波音

スーパークラス 18 5 大塚 裕 ZIDANE

スーパークラス 19 6 関川 裕介 ORACION

スーパークラス 20 445 山本 純久 PASCAL

スーパークラス 21 1270 松田 純子 翔陽

スーパークラス 22 7 谷端 賢二 rankin

スーパークラス 23 1141 菊池 誠 Grandswell

スーパークラス 24 1330 木野島 佑亮 秋蘭

スーパークラス 25 310 岡 祐司 吉四六

スーパークラス 26 1524 浅田 佳邦 りょう

スーパークラス 27 971 山崎 昌之 Berry

スーパークラス 28 1059 鳥海 達也 みずな

スーパークラス 29 1521 小屋松 寿敏 Annie

スーパークラス 30 1466 須貝 信也 Awesome

ＭＪ ＳＪ ＬＪ ＭＣ Ｓ ＭＪ ＳＪ ＬＪ ＭＣ Ｓ

８：４０ スーパークラス 当1 1115 小向 里奈 Rigel ↓ 上田 冨重 ↓ 杉浦ゆ フレッシュマンズクラス 1 非会員 仲田 歩加 旺太郎 平野 山本 芹澤 亀本ま 小山 ８：４０
スーパークラス 31 904 日比野 彩 FanFan フレッシュマンズクラス 2 非会員 渡邉 浩司 ポチ

スーパークラス 32 1120 伊東 由樹 空海 フレッシュマンズクラス 3 1294 深谷 浩之 ファングジョーカー

スーパークラス 33 1282 服部 紀子 MASARU フレッシュマンズクラス 4 1695 日比野 歩未 コタロウ

スーパークラス 34 1270 松田 民也 めぐ フレッシュマンズクラス 5 7 谷端 賢二 Rudy

スーパークラス 35 1666 神谷 涼太 六花 フレッシュマンズクラス 6 1703 伊藤 匡紫 紬

スーパークラス 36 1479 北村 洋三 胡桃 フレッシュマンズクラス 7 1268 京極 明日香 YORI

スーパークラス 37 1630 長利 聡 ロナ フレッシュマンズクラス 8 1623 安岐 将弘 peach

スーパークラス 38 1531 藤井 洋司 ネオン フレッシュマンズクラス 9 1622 神川 泰慶 レン

スーパークラス 39 108 土田 哲 dada フレッシュマンズクラス 10 108 土田 哲 nagi

スーパークラス 40 1618 松本 吉央 どれみ♪ フレッシュマンズクラス 当1 328 冨永 吉信 Vachell

スーパークラス 41 1475 坂本 信一 Luck

スーパークラス 42 1330 木野島 みゆき 蓮花 ペアクラス ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

スーパークラス 43 7 谷端 賢二 aaty

スーパークラス 44 6 関川 裕介 ORFEVRE シニアクラス 1 1584 工藤 初枝 にこ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

スーパークラス 45 904 日比野 彩 BeeBee シニアクラス 2 1627 近藤 範久 RAIRA

スーパークラス 46 1000 高村 哲也 ライオ シニアクラス 3 1294 深谷 浩之 レイア オーガナ

スーパークラス 47 3 木田 高弘 ラムシナモン

スーパークラス 48 1294 深谷 浩之 陸奥 八雲 キッズクラス 1 1622 神川 大和 ラジャー ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

スーパークラス 49 1183 伊藤 楓優香 ゼウス

スーパークラス 50 1120 伊東 由樹 シャドウ

スーパークラス 51 609 鈴木 哲 POCKY

スーパークラス 52 5 大塚 裕 JETER

スーパークラス 53 1282 服部 紀子 L.ZON

スーパークラス 54 1270 松田 民也 翔陽

スーパークラス 55 266 福島 彩永 LONA

ＭＪ ＳＪ ＬＪ ＭＣ Ｓ ＭＪ ＳＪ ＬＪ ＭＣ Ｓ

９：４０ S2クラス 1 1705 粂 佑奈 ☆ルパン☆ 鈴木さ 土田さ 松本 長南 芹澤さ レディース サバイバル 1 3 木田 美花 ラムシナモン 谷端 菊池 神谷 岩崎 折茂ゆ ９：４０
S2クラス 2 1682 伊興田 教平 uni レディース サバイバル 2 266 福島 彩永 Carre'

S2クラス 3 1646 大城 睦男 レア レディース サバイバル 3 310 岡 真由美 翠

S2クラス 4 1622 神川 泰慶 ラジャー レディース サバイバル 4 445 山本 貴美子 RAPTOR

S2クラス 5 961 高梨 まゆみ ランボス レディース サバイバル 5 839 杉浦 由季 大吉

S2クラス 6 1584 工藤 英樹 ねね レディース サバイバル 6 897 小山 利子 El Dorado

S2クラス 7 1597 牛澤 好司 ふわのすけ レディース サバイバル 7 967 森本 優子 エメラルド

S2クラス 8 904 岡本 憲明 CanCan レディース サバイバル 8 971 山崎 恵美 Berry

S2クラス 当1 328 冨永 吉信 Rudy レディース サバイバル 9 1000 高村 千穂 ライオ

S2クラス 当2 1653 滝谷 光平 ロッキー レディース サバイバル 10 1040 保宗 幸子 アルマ

S2クラス 当3 1630 長利 幸多 MAC レディース サバイバル 11 1125 亀本 まりこ 晴空

S2クラス 9 961 高梨 雄次 メルロー レディース サバイバル 12 1183 伊藤 麻優菜 ゼウス

S2クラス 10 1705 粂 佑奈 ♪プリマ♪ レディース サバイバル 13 1330 木野島 みゆき 向日葵

S2クラス 11 5 大塚 裕 BLACK レディース サバイバル 14 1330 木野島 みゆき 秋蘭

S2クラス 12 1059 鳥海 達也 ぽんず レディース サバイバル 15 1536 吉田 麻以 ニコ

S2クラス 13 1060 村松 久弘 カフ レディース サバイバル 16 1599 彦坂 仁美 Leo

S2クラス 14 1042 植田 昌広 Leilla レディース サバイバル 17 1627 近藤 貴代 HARUKI

S2クラス 15 1147 大井 隆生 ドン・ルドルフ レディース サバイバル 18 1630 長利 千夏 MAC

S2クラス 16 1606 河西 悦夫 マーリン レディース サバイバル 19 1642 戸島 弥生 湊音

S2クラス 17 1125 亀本 まりこ 成海 レディース サバイバル 20 1676 藤井 明日香 愛桜

S2クラス 18 1604 長谷 真理加 わっしょい

S2クラス 19 1625 秋尾 幸保 Belle

S2クラス 20 1590 石川 功幸 SEENA

S2クラス 21 1268 京極 明日香 LAYER

S2クラス 22 1000 高村 哲也 ルータ タイムトライアル 1 1479 北村 洋三 胡桃 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ １０：２０
S2クラス 23 266 福島 弘明 JIGE タイムトライアル 2 1531 藤井 洋司 ネオン

S2クラス 24 6 関川 裕介 ALMOND EYE タイムトライアル 3 904 日比野 敬司 RONRON

S2クラス 25 1466 須貝 ひとみ Awesome タイムトライアル 4 1604 長谷 真理加 わっしょい

S2クラス 26 704 青野 浩紀 MILO

S2クラス 27 1294 深谷 浩之 天地 志狼

ＭＪ ＳＪ ＬＪ ＭＣ Ｓ

１０：３０ ドギーズ サバイバル 1 1527 折茂 有貴 大陸 大塚 関川 長南 冨永 福島さ
ドギーズ サバイバル 2 1672 山本 康弘 ファニー
ドギーズ サバイバル 3 1685 加藤 宣文 はるか
ドギーズ サバイバル 4 1470 上川 成年 SUN
ドギーズ サバイバル 5 704 青野 浩紀 ロッティ
ドギーズ サバイバル 6 1623 安岐 将弘 PACN
ドギーズ サバイバル 7 1264 上田 眞実 ルーチェ
ドギーズ サバイバル 8 1595 桐山 一宏 ディエコ
ドギーズ サバイバル 9 1527 折茂 煌 美海
ドギーズ サバイバル 10 525 芹澤 正彦 カスタード
ドギーズ サバイバル 当1 1700 杉本 篤史 柚
ドギーズ サバイバル 当2 1470 上川 成年 SUN
ドギーズ サバイバル 11 1672 山本 康弘 サマー
ドギーズ サバイバル 12 1580 菅谷 邦一 QUATTRO
ドギーズ サバイバル 13 1632 福原 和敏 すず
ドギーズ サバイバル 14 1482 柴田 好寿 ラキ
ドギーズ サバイバル 15 1644 冨重 哲也 アニ

１Ｒ合計 106 １Ｒ合計 59

オフィシャルジャッジ

オフィシャルジャッジ

サバイバルの

エントリー順は、

抽選により

決定します

インターバル　１５分　（投げ練：ドギーズ） オフィシャルジャッジ

エントリー数が

１６　を越えた場合

エントリー順は、

抽選により

変更します

ハーフタイム　１５分（投げ練：プラクティス・スーパー） ハーフタイム　１５分（投げ練：Ｂコートの全クラス）

投げ練に開放

投げ練に開放

Aコート・スーパークラス　前半（＃３０）終了後、

ジャッジの準備が整い次第、次プログラムをスタート

＃３０ 終了後、当日エントリーから　ジャッジ交代 オフィシャルジャッジ

インターバル　１５分　（投げ練：Ｓ２クラス） オフィシャルジャッジ インターバル　１５分　（投げ練：レディース・ＴＴＮ）

投げ練に開放

オフィシャルジャッジ
4/30 Ａコート Ｂコート

オフィシャルジャッジ



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）
１１：１０ プラクティスゲーム 当1 1627 近藤 貴代 HARUKI 長南 大井 柴田 岩崎 上田よ チャレンジゲーム 当1 967 森本 克明 アクアマリン 青野 折茂 冨永 高村ち １１：１０

プラクティスゲーム 1 897 小山 利子 Reed 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 非会員 渡邉 浩司 ポチ

スーパークラス 1 961 高梨 雄次 サニー チャレンジゲーム 3 525 芹澤 正彦 シロップ
スーパークラス 2 259 平野 浩一 BECCA チャレンジゲーム 4 839 杉浦 由季 まめとし
スーパークラス 3 1478 三澤 新 Fuji チャレンジゲーム 5 1282 服部 紀子 Munsin Loud
スーパークラス 4 1059 鳥海 達也 すずな チャレンジゲーム 6 1536 吉田 麻以 シオ
スーパークラス 5 5 大塚 裕 キッド チャレンジゲーム 7 1604 長谷 真理加 ソーラン
スーパークラス 6 7 谷端 賢二 ZION チャレンジゲーム 8 1622 神川 悠 レン
スーパークラス 7 1275 小山内 一之 CELLA チャレンジゲーム 9 1695 日比野 祥三 コタロウ
スーパークラス 8 1125 亀本 正広 陸翔 チャレンジゲーム 10 1703 伊藤 匡紫 紬
スーパークラス 9 310 岡 祐司 蓮斗 チャレンジゲーム 11 525 芹澤 正彦 アイス
スーパークラス 10 904 日比野 敬司 RONRON
スーパークラス 11 1521 小屋松 寿敏 キリト
スーパークラス 12 1282 服部 紀子 RAIN
スーパークラス 13 1350 平田 元 橙海
スーパークラス 14 1587 丸山 洋雄 慧
スーパークラス 15 259 平野 浩一 WILL
スーパークラス 16 1478 三澤 哲也 Fuji
スーパークラス 17 1275 小山内 一之 ぶっち
スーパークラス 18 5 大塚 裕 ZIDANE
スーパークラス 19 6 関川 裕介 ORACION
スーパークラス 20 445 山本 純久 PASCAL
スーパークラス 21 1270 松田 純子 翔陽
スーパークラス 22 7 谷端 賢二 rankin
スーパークラス 23 1141 菊池 誠 Grandswell
スーパークラス 24 1330 木野島 佑亮 秋蘭
スーパークラス 25 310 岡 祐司 吉四六
スーパークラス 26 1524 浅田 佳邦 りょう
スーパークラス 27 971 山崎 昌之 Berry
スーパークラス 28 1059 鳥海 達也 みずな
スーパークラス 29 1521 小屋松 寿敏 Annie
スーパークラス 30 1466 須貝 信也 Awesome

ＭＪ ＳＪ ＬＪ ＭＣ Ｓ ＭＪ ＳＪ ＬＪ ＭＣ Ｓ
スーパークラス 当1 1115 小向 里奈 Rigel フレッシュマンズクラス 1 非会員 仲田 歩加 旺太郎 平野 亀本 芹澤 亀本ま 小山 １１：５０

１１：５０ スーパークラス 31 904 日比野 彩 FanFan ↓ 上田 冨重 ↓ 杉浦ゆ フレッシュマンズクラス 2 非会員 渡邉 浩司 ポチ
スーパークラス 32 1120 伊東 由樹 空海 フレッシュマンズクラス 3 1294 深谷 浩之 ファングジョーカー
スーパークラス 33 1282 服部 紀子 MASARU フレッシュマンズクラス 4 1695 日比野 歩未 コタロウ
スーパークラス 34 1270 松田 民也 めぐ フレッシュマンズクラス 5 7 谷端 賢二 Rudy
スーパークラス 35 1666 神谷 涼太 六花 フレッシュマンズクラス 6 1703 伊藤 匡紫 紬
スーパークラス 36 1479 北村 洋三 胡桃 フレッシュマンズクラス 7 1268 京極 明日香 YORI
スーパークラス 37 1630 長利 聡 ロナ フレッシュマンズクラス 8 1623 安岐 将弘 peach
スーパークラス 38 1531 藤井 洋司 ネオン フレッシュマンズクラス 9 1622 神川 泰慶 レン
スーパークラス 39 108 土田 哲 dada フレッシュマンズクラス 10 108 土田 哲 nagi
スーパークラス 40 1618 松本 吉央 どれみ♪ フレッシュマンズクラス 当1 328 冨永 吉信 Vachell
スーパークラス 41 1475 坂本 信一 Luck
スーパークラス 42 1330 木野島 みゆき 蓮花 ペアクラス ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
スーパークラス 43 7 谷端 賢二 aaty
スーパークラス 44 6 関川 裕介 ORFEVRE シニアクラス 1 1584 工藤 初枝 にこ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
スーパークラス 45 904 日比野 彩 BeeBee シニアクラス 2 1627 近藤 範久 RAIRA
スーパークラス 46 1000 高村 哲也 ライオ シニアクラス 3 1294 深谷 浩之 レイア オーガナ
スーパークラス 47 3 木田 高弘 ラムシナモン
スーパークラス 48 1294 深谷 浩之 陸奥 八雲 キッズクラス 1 1622 神川 大和 ラジャー ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
スーパークラス 49 1183 伊藤 楓優香 ゼウス
スーパークラス 50 1120 伊東 由樹 シャドウ
スーパークラス 51 609 鈴木 哲 POCKY
スーパークラス 52 5 大塚 裕 JETER
スーパークラス 53 1282 服部 紀子 L.ZON
スーパークラス 54 1270 松田 民也 翔陽
スーパークラス 55 266 福島 彩永 LONA

ＭＪ ＳＪ ＬＪ ＭＣ Ｓ

１２：５０ S2クラス 1 1705 粂 佑奈 ☆ルパン☆ ＭＪ ＳＪ ＬＪ ＭＣ Ｓ レディース サバイバル 1 3 木田 美花 ラムシナモン 谷端 坂本 神谷 岩崎 折茂ゆ １２：５０
S2クラス 2 1682 伊興田 教平 uni 鈴木さ 小山内 服部の 長南 芹澤さ レディース サバイバル 2 266 福島 彩永 Carre'
S2クラス 3 1646 大城 睦男 レア レディース サバイバル 3 310 岡 真由美 翠
S2クラス 4 1622 神川 泰慶 ラジャー レディース サバイバル 4 445 山本 貴美子 RAPTOR
S2クラス 5 961 高梨 まゆみ ランボス レディース サバイバル 5 839 杉浦 由季 大吉
S2クラス 6 1584 工藤 英樹 ねね レディース サバイバル 6 897 小山 利子 El Dorado
S2クラス 7 1597 牛澤 好司 ふわのすけ レディース サバイバル 7 967 森本 優子 エメラルド
S2クラス 8 904 岡本 憲明 CanCan レディース サバイバル 8 971 山崎 恵美 Berry
S2クラス 当1 328 冨永 吉信 Rudy レディース サバイバル 9 1000 高村 千穂 ライオ
S2クラス 当2 1653 滝谷 光平 ロッキー レディース サバイバル 10 1040 保宗 幸子 アルマ
S2クラス 当3 1630 長利 幸多 MAC
S2クラス 9 961 高梨 雄次 メルロー
S2クラス 10 1705 粂 佑奈 ♪プリマ♪
S2クラス 11 5 大塚 裕 BLACK
S2クラス 12 1059 鳥海 達也 ぽんず タイムトライアル 1 1479 北村 洋三 胡桃 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ １３：１０
S2クラス 13 1060 村松 久弘 カフ タイムトライアル 2 1531 藤井 洋司 ネオン
S2クラス 14 1042 植田 昌広 Leilla タイムトライアル 3 904 日比野 敬司 RONRON
S2クラス 15 1147 大井 隆生 ドン・ルドルフ タイムトライアル 4 1604 長谷 真理加 わっしょい
S2クラス 16 1606 河西 悦夫 マーリン
S2クラス 17 1125 亀本 まりこ 成海
S2クラス 18 1604 長谷 真理加 わっしょい
S2クラス 19 1625 秋尾 幸保 Belle
S2クラス 20 1590 石川 功幸 SEENA
S2クラス 21 1268 京極 明日香 LAYER
S2クラス 22 1000 高村 哲也 ルータ
S2クラス 23 266 福島 弘明 JIGE
S2クラス 24 6 関川 裕介 ALMOND EYE
S2クラス 25 1466 須貝 ひとみ Awesome
S2クラス 26 704 青野 浩紀 MILO
S2クラス 27 1294 深谷 浩之 天地 志狼

ＭＪ ＳＪ ＬＪ ＭＣ Ｓ

１３：４０ ドギーズ サバイバル 1 大塚 関川 岩崎 冨永 福島さ
ドギーズ サバイバル 2
ドギーズ サバイバル 3
ドギーズ サバイバル 4
ドギーズ サバイバル 5
ドギーズ サバイバル 6
ドギーズ サバイバル 7
ドギーズ サバイバル 8
ドギーズ サバイバル 9

２Ｒ合計 41
２Ｒ合計 97

１４：１０

１４：３０ フレッシュマンズクラス

１４：４０ タイムトライアル・NEO

　【参考データ】
１４：５０ レディース サバイバル

　閉　園 　１７：００
１５：００ ドギーズ サバイバル

　日の入　１８：３９
１５：１０ S2クラス

１５：２０ スーパークラス

１５：４０

オフィシャルジャッジ

サバイバル２Ｒの

エントリー順は、

１Ｒ勝抜け順です

投げ練に開放

投げ練に開放

Aコート・スーパークラス　前半（＃３０）終了後、

ジャッジの準備が整い次第、次プログラムをスタート

投げ練に開放

ディスクセレモニー（決勝進出チーム紹介）

※　Ｂコートにおいて、

決勝時の投げ練は禁止

決勝進出者　投げ練

表彰式

オフィシャルジャッジ

インターバル　１５分　（投げ練：ドギーズ）
オフィシャルジャッジ

エントリー数が
１６に満たない場合
２Ｒは、全チーム

プレイします
※　決勝は無し

＃３０ 終了後、当日エントリーから　ジャッジ交代 オフィシャルジャッジ

インターバル　１５分　（投げ練：Ｓ２クラス）
オフィシャルジャッジ

インターバル　１５分　（投げ練：レディース・ＴＴＮ）

4/30 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


