
JAPANCUP 2022 SEMIFINAL40 ENTRY
ENTRY RANK  会員Ｎｏ． ＴＨＲＯＷＥＲ ＤＯＧＮＡＭＥ ＤＯＧＢＲＥＥＤ ＨＯＭＥ １R 2R 小計 FR 合計

1 S2-22 1060 　村松 久弘 　カフ 　ボーダーコリー 静岡県

2 S-75 1587 　丸山 洋雄 　慧 　ボーダーコリー 広島県

3 S2-21 1630 　長利 幸多 　MAC 　ボーダーコリー 神奈川県

4 S-73 1059 　鳥海 達也 　すずな 　ラブラドール.R 埼玉県

5 S2-20 1634 　森 弘治 　もくめ 　ウィペット 東京都

6 S-72 1556 　大嶽 孝 　テト 　ボーダーコリー 静岡県

7 S2-18 1606 　河西 悦夫 　マーリン 　ボーダーコリー 静岡県

8 S-71 1215 　黒岩 正樹 　カラマンシー 　ボーダーコリー 神奈川県

9 S2-17 1147 　大井 隆生 　ドン・ルドルフ 　ボーダーコリー 兵庫県

10 S-70 1125 　亀本 正広 　陸翔 　ボーダーコリー 京都府

11 S2-16 1604 　長谷 真理加 　わっしょい 　ウィペット 愛知県

12 S-68 6 　関川 裕介 　ORACION 　ボーダーコリー 京都府

13 S2-15 1625 　秋尾 幸保 　Belle 　ボーダーコリー 愛知県

14 S-67 1555 　小澤 仁和 　棗 　ボーダーコリー 神奈川県

15 S2-14 1125 　亀本 まりこ 　成海 　ボーダーコリー 京都府

16 S-66 1478 　三澤 哲也 　Fuji 　ボーダーコリー 埼玉県

17 S2-13 831 　服部 功 　レゴシ 　ボーダーコリー 愛知県

18 S-65 1350 　平田 元 　橙海 　ボーダーコリー 埼玉県

19 S2-12 1592 　宮田 任寿 　Nicki 　ボーダーコリー 兵庫県

20 S-64 1278 　高倉 知也 　羽陽 　ボーダーコリー 山梨県

21 S2-11 1590 　石川 功幸 　SEENA 　ボーダーコリー 愛知県

22 S-63 445 　山本 純久 　PASCAL 　ボーダーコリー 広島県

23 S2-10 1268 　京極 明日香 　LAYER 　ボーダーコリー 和歌山県

24 S-61 310 　岡 祐司 　蓮斗 　ボーダーコリー 千葉県

25 S2-9 1543 　小笠原 真一 　アロ 　ボーダーコリー 東京都

26 S-60 1575 　飯田 幸治 　サン 　ボーダーコリー 埼玉県

27 S2-8 1452 　野仲 大輔 　RIL 　ボーダーコリー 神奈川県

28 S-59 1521 　小屋松 寿敏 　キリト 　ボーダーコリー 神奈川県

29 S2-7 1000 　高村 哲也 　ルータ 　ボーダーコリー 広島県

30 S-58 310 　岡 祐司 　吉四六 　ボーダーコリー 千葉県

31 S2-6 704 　青野 浩紀 　MILO 　ボーダーコリー 広島県

32 S-57 5 　大塚 裕 　ZIDANE 　ボーダーコリー 埼玉県

33 S2-5 1466 　須貝 ひとみ 　Awesome 　ボーダーコリー 岐阜県

34 S-56 7 　谷端 賢二 　ZION 　ボーダーコリー 兵庫県

35 S2-4 266 　福島 弘明 　JIGE 　ボーダーコリー 兵庫県

36 S-55 904 　日比野 敬司 　RONRON 　ボーダーコリー 愛知県

37 S2-3 6 　関川 裕介 　ALMOND EYE 　ボーダーコリー 京都府

38 S-54 971 　山崎 昌之 　Berry 　ボーダーコリー 神奈川県

39 S2-1 1294 　深谷 浩之 　仮面ライダーW
ファングジョーカー 　ウイペット 岐阜県

40 S-51 1524 　浅田 佳邦 　りょう 　MIX 兵庫県


