
２０２２年３月５日（土）６日(日）エクストリーム・ハイスピード体験会＆練習会
in寄（やどりき）七つ星ドッグラン

ゼッケン 苗字 愛犬名 犬種 記録

赤３ イタヤ フレイ コイケルホンディエ 23.50

黄１ イケモト チョコ ミニチュアダックス 50.22

黄２ イケモト ジオ ウェルシュコーギーペンブローク 25.24

赤５ タカダ テン ジャックラッセルテリア 25.59

赤１ ヨシムラ ジャスミン オーストラリアンシェパード 13.87

赤２ ヨシムラ デイジー オーストラリアンシェパード 43.99

黄５ タチカワ コテツ 柴 23.03

赤６ ヤマザキ チップ ウェルシュコーギーペンブローク 21.31

赤１０ イノウエ ユヅ ミニチュアプードル 36.65

赤４ イトウ レトロ ボーダーコリー 30.91

黄３ コバヤシ サニー コイケルホンディエ 26.37

黄４ コバヤシ ココ キャバリアキングチャールズスパニエル 56.43

赤９ ユアサ ハナ ミニチュアピンシャー 34.60

赤７ カネスギ マージ ジャックラッセルテリア 27.22

赤８ カネスギ ジュア ジャックラッセルテリア 33.63

ゼッケン 苗字 愛犬名 犬種 記録

黄６ ナイトウ アミ ミニチュアシュナウザー 11.06

黄７ オチ アイナ ビーグル 練習のみ

黄１ ヤマウチ ブンブン ジャックラッセルテリア 16.19

黄８ トネガワ ラン ジャックラッセルテリア 16.47

黄２ オオツカ モモ トイプードル 11.00

黄１０ ハシモト セナ ウェルシュコーギーペンブローク 15.53

黄９ ウエダ コト ジャックラッセルテリア 13.09

ゼッケン 苗字 愛犬名 犬種 記録

黄２ サカ ミミ チワックス 35.44

黄３ イシイ テオ ラブラドールレトリバー 96.72

黄１ ハマダ チョコ チワワ 31.44

黄５ キノシタ スバル イタリアングレイハウンド 31.78

黄４ ナカムラ コハク イタリアングレイハウンド 47.37

※表記はご予約順です。

３月５日（土）　１０：００からの部　（体験会）

３月５日（土）　11：45からの部　（練習会）

３月５日（土）　１４：３０からの部　（体験会）



２０２２年３月５日（土）６日(日）エクストリーム・ハイスピード体験会＆練習会
in寄（やどりき）七つ星ドッグラン

ゼッケン 苗字 愛犬名 犬種 記録

赤１０ オオサカ ウル イタリアングレイハウンド 58.37

黄１ オオサカ コア イタリアングレイハウンド 32.25

黄３ カワイ ピート イタリアングレイハウンド 107.12

赤９ カワムラ カルム ミックス 27.28

赤５ コバヤシ ソラ マルプー 37.65

赤８ ナカオ レイ ジャックラッセルテリア 19.09

赤６ ヤマザキ ベル ミニチュアプードル 24.35

黄２ ヤナガワ ネロ トイプードル 22.06

赤４ オカムラ キキ ミニチュアシュナウザー 29.53

赤１ スズキ ライ ミニチュアシュナウザー 33.80

赤７ カミオ コハク ジャックラッセルテリア 40.68

ゼッケン 苗字 愛犬名 犬種 記録

黄７ オオセキ ムツゴロウポメプー 12.97

黄４ スズキ ロアタン シェットランドシープドッグ 90.80

黄８ オオサト ビジュ ウェルシュコーギーペンブローク 12.53

黄９ オオサト ロジェ ウェルシュコーギーペンブローク 11.96

黄１０ オオサト アデル ウェルシュコーギーペンブローク 12.90

黄１ オオサト ジュール ウェルシュコーギーペンブローク 10.32

黄６ イトウ ラム トイプードル 13.25

黄５ ヤマザキ ハナ ミディアムプードル 12.75

赤２ スズキ ルル ミニチュアシュナウザー 34.07

赤３ スズキ リン ミニチュアシュナウザー 練習のみ

ゼッケン 苗字 愛犬名 犬種 記録

赤４ イシカワ カレン ミニチュアシュナウザー 26.85

赤５ イシカワ アンズ ミニチュアシュナウザー 38.03

赤１ ベップ ピッケ ミニチュアピンシャー 42.32

赤１０ シモダ ムギタロウ柴 24.62

赤９ ミフ レックス ボーダーコリー 85.10

赤８ マエダ アルト コイケルホンディエ 30.12

赤２ フクダ ジュエル トイプードル 21.68

赤３ ナガノ モンブラン キャバプー 19.06

赤７ ヤマウエ ソリス ミックス 34.31

赤６ イノウエ ココ 柴 24.65

黄１ フクモト ソラ ビーグル 24.43

黄２ フクモト ネネ アメリカンコッカースパニエル 23.88

※表記はご予約順です。

３月６日（日）　１０：００からの部　（体験会）

３月６日（日）　11：45からの部　（練習会）

３月６日（日）　１４：３０からの部　（体験会）


