
2012 A-1 OPDES AGILITY AWARD　　≪２度　30cmクラス≫

順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント
1 岸野 愛子 ルミー トイプードル 125.64
2 若林 和子 プイネ キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル 78.09
3 山口 裕二 こゆき トイ プードル 65.09
4 小早川 義尚・みどり のん ウェルシュ・コーギー・カーディガン 63.55
5 砂森 聡・由美 フタツ ジャックラッセルテリア 51.45
6 西脇 靖子 紫媛（シオン） トイ プードル 48.91
7 横田 忠雄・維佐子 ひなた トイ プードル 48.55
8 飯塚 弥生子 疾風（ハヤテ） ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 47.82
9 白松 美夏 セントクレアソフィー トイ プードル 46.00
10 五島 雅代 小枝 トイプードル 45.23
11 野里 政雄 文太 ウェルシュコーギーペンブローク 42.50
12 村上 裕子 百々 パグ 41.27
13 御園 宏信 壱丸（イチマル） パピヨン 40.91
13 黒田 伸彦 イチロー パピヨン 40.91
13 小林 由香里 マキシマス ジャックラッセルテリア 40.91
16 大久保 順子 メーティス シェットランドシープドッグ 40.00
17 大庭 雅代 なつ ジャックラッセルテリア 39.55
18 永江 恵 ヨンタ トイ プードル 38.91
19 田口 緑 マリィ シェットランドシープドッグ 38.73
20 西本 幸子 翔 ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 36.73
21 井上 理子 トライアンフ トイ プードル 36.59
22 山本 隆 ジョニー ジャックラッセルテリア 36.55
23 天野 ゆう子 ジェイク パピヨン 35.27
24 廣松 敦子 マロン ミニチュア・ダックスフント 33.27
25 沖 亜矢子 すず トイ プードル 32.73
26 横田 忠雄・維佐子 晴（ハレ） トイ プードル 31.45
27 畠山 英子 ふーこ トイ プードル 30.91
28 大越 知子 ノア イングリッシュコッカースパニエル 29.82
29 坂巻 新子 ネッビア ジャックラッセルテリア 29.36
30 山本 尚巳 アロア ジャックラッセルテリア 28.91
31 菅野 恵美子 すず トイプードル 28.64
32 土居 誠 ナナ ウェルシュ・コーギー・カーディガン 27.82
33 小早川 みどり ゆき ウェルシュ・コーギー・カーディガン 27.45
34 古賀 清美 モモ トイプードル 24.27
35 平城 郁子 りょう パピヨン 24.00
36 平城 郁子 あい パピヨン 23.32
37 瀬戸 友百子 ラピス トイ プードル 21.86
38 森谷 さち子 バニラ パピヨン 21.68
39 須藤 沙織 バジル ミニチュアプードル 21.09
40 小林 薫 アトム トイ プードル 20.55
41 久保 ひとみ ララ ジャックラッセルテリア 20.36
42 御園 明子 さくら パピヨン 20.18
43 稲元 弥生 あまる ウェルシュコーギーペンブローク 19.09
44 田口 貴久 ジンジャー ミニチュア・ピンシャー 17.09
44 福田 泰子 みく トイ プードル 17.09
46 河原 憲子 Ｗａｆｆｌｅ（ワッフル） トイ プードル 16.91
47 羽太 きよ子 ラヴ トイプードル 16.55
48 藤野 扶季子 ハッピー ミニチュアダックスフント 14.55
49 藤岡 正信 バンビーノボンボン トイ プードル 14.18
50 石井 良枝 かな スコッチテリア 13.09
51 九鬼 麻実 風流（ふうる） ウエストハイランドホワイトテリア 12.73
51 古田土 佳子 ポンズ ボストンテリア 12.73
53 三津井 敏子 ラム ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 12.00
54 高橋 信子 紫亜　（しあ） ミニチュアダックスフンド 11.27
55 飯島 恵美子 ＰＯＰ ジャックラッセルテリア 10.55
56 横田 裕二 れもん ウェルシュコーギーペンブローク 10.18



56 根峯 美佐江 リールー ジャックラッセルテリア 10.18
58 藤原 清史 ピコ トイ プードル 9.82
58 尾瀬 正嗣 グティ ジャックラッセルテリア 9.82
58 平城 郁子 マコ パピヨン 9.82
61 中西 ま琴 シマ ジャックラッセルテリア 9.27
62 森 幸文 あゆ ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 9.09
63 中村 忠秀 半蔵 ウェルシュコーギーペンブローク 8.91
64 松岡 憲孝 ゆき ウェルシュ・コーギー・カーディガン 8.73
65 山口 晴子 ミント トイ プードル 7.91
66 永江 恵 サンタ トイプードル 7.64
66 小原 幸枝 ありす ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 7.64
66 前田 伸一 マック トイ プードル 7.64
69 近藤 亘央 華音（かのん） ウェルシュコーギーペンブローク 7.27
70 矢野 秀典 ちくわ ミニチュア・ダックスフント 6.82
71 山田 祐子 チェルブ トイ プードル 6.55
72 井上 依里子 源太 ウェルシュコーギーペンブローク 6.27
73 廣藤 蓉子 なんな トイ プードル 6.14
74 左藤 珠代 コロン ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 5.45
75 山門 桂子 ミティ パピヨン 3.68
76 臼井 賀子 ティナ トイプードル 2.73


