
9:00～10:00　アドバンスクラス①
順番 名前 犬の名前 犬種 曲名 担当

1 石田　直巳 杏
椪

ポメラニアン
ポメラニアン

伝えよう、あの人に 田所

2 前田　貴大
前田　三和

陽向 ボストン・テリア 100万回のI Love You 松田

3 仲野　寿砂子 撫菜 ビジョンフリーゼ×
キャバリアキングチャールズスパニエル

えんとつ町のプペル 田所

4 濱本　梨奈 キャンディ チワワ×ミニチュアダックスフンド 三原色 満田

5 三浦　美和 メイ トイプードル 夢はひそかに 田所

6 齊藤　依子 メリー スタンダードプードル The Last Waltz 石川

7 上村　ひろみ まろ茶 ポメラニアン CHOPSTICK 松田

8 大井　利絵 Tino チワワ×トイプードル Tom Boy 田所

9 植木　幸恵 ごま チワワ ビューティフル 松田

10 山本　恵美子 小春 トイプードル シンデレラガール 長崎

11 篠澤　幸子 モコ チワワ×トイプードル 三原色 田所

12 五十嵐　郁子 ドリ ワイアーフォックステリア 恋のウォータールー 副島

13 土田　咲子 梅三朗 ジャックラッセルテリア めぐる季節（魔女の宅急便テーマ） 松田

14 西　裕子 りく ポメラニアン×チワワ One Love 田所

10:10～11:05　アドバンスクラス②
順番 名前 犬の名前 犬種 曲名 担当

15 森田　妙子 ココア トイプードル shall we ...? 田所

16 木内　真理子 ニコ ミニチュア・ダックスフンド みんながみんな英雄 平野

17 佐浦　真奈美 グリ
まる

シーズー
シーズー

あなたとトゥラッタッタ♪ 松田

18 鈴木　奈美 Croon 甲斐犬MIX Calling you 石川

19 奥津　由紀美 リコ 日本スピッツ なないろ 平野

20 根本　久恵 たると ビション・フリーゼ 恋降る月夜に君想ふ 田所

21 長棟　裕子 モナカ
ジャフィ

コイケルホンディエ
ボーダーコリー

1234 満田

22 横尾　美里 チャッピー チワワ tomorrow 田所

23 畠中　まり子 くー チワワ×ミニチュアダックスフンド No Face. No Name. No Number 佐藤

24 山崎　良子 桃マロ トイプードル フレンド.ライク.ミー 蓮

25 依田　若葉 エル ビション・フリーゼ Marine Dreamin' 田所

26 原田　圭子 ノア カニーンヘン・ダックスフンド mela! 松田

27 高木　瑛代 ここあ ミニチュア・ピンシャー beautiful 田所

11:15～11:30　マスタークラス
順番 名前 犬の名前 犬種 曲名 担当

1 篠澤　幸子 プー助 トイプードル ブラザービート 田所

2 山本　綾 RUI チワワ Bibbidi-Bobbidi-Boo 長崎

3 星野　有加里 海 マルチーズ×トイプードル All I Want For Christmas Is You 石川

4 楫野　和子 ドン チワワ×フレンチブルドッグ サークルオブライフ 田所

11:40～12:10　スーパークラス（出場人数の関係で途中休憩時間を設けます。）
順番 名前 犬の名前 犬種 曲名 担当

1 畑　博美 YUKICHI 柴犬 Stand By Me 田所

2 田所　洋子 Joy丸 雑種 カーニバルのマーチ Wiz.dog Club

3 加藤　雄介 ララ ボーダーコリー More Than Words Wiz.dog Club

4 副島　祐太 レア ジャックラッセルテリア 俺ら東京さ行くだ Wiz.dog Club

5 畑　博美 CHAP ジャーマン・シェパード・ドッグ TANK 一般

12:30～12:45　ハイクラス
順番 名前 犬の名前 犬種 曲名 担当

1 石川　恭平 ファン ボーダーコリー Rumors Wiz.dog Club

2 松本　洋一 あずみ ボーダーコリー ダイナミック琉球 Wiz.dog Club

3 長崎　由香 ピース ゴールデンレトリバー Wedding March Part.2 Wiz.dog Club

～ 11月6日（日）スケジュール ～

8：00～ 受付開始 11：40～ スーパークラス

8：50～ 開会式 12：30～ ハイクラス

９：00～ アドバンスクラス① 13:15～ 表彰式

10：10～ アドバンスクラス② 14：00～ ミニゲーム大会

11：15～ マスタークラス ①ダッシュ競争 ②かくれんぼ競争

※スケジュールは当日の進行状況で一部変更の可能性があります。


