
2012 A-1 OPDES AGILITY AWARD　　≪２度　40cmクラス≫

順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント
1 柴 恵子 アクア シェットランド・シープドッグ 101.00
2 城子 良江 はな 柴 89.18
3 渡辺 芳之 キキ ミニチュアプードル 78.91
4 宮川 均・直子 メーテル ミニチュアシュナウザー 62.95
5 宮川 均・直子 ハーロック ミニチュアシュナウザー 62.91
6 千葉 早苗 カブ ジャックラッセルテリア 56.86
7 岡田 安紀子 ジェニー ミディアムプードル 50.91
8 常信 麻紀子 良曲（りょうま） イタリアン・グレーハウンド 49.59
9 山田 真弓 ティアラ シェットランドシープドッグ 49.36
10 梶川 恵子 ひな シェットランドシープドッグ 48.00
11 辻本 恵子 ＧＲＡＣＥ（グレイス） イングリッシュコッカースパニエル 47.68
12 砂森 聡 モジ ジャックラッセルテリア 45.45
13 大越 知子 マロン イングリッシュスプリンガースパニエル 45.09
14 稲垣 聖美 タフ 柴 45.00
15 山口 有紀子 ラッシュ シェットランドシープドッグ 43.14
16 吉村 京子 夏生（カイ） シェットランドシープドッグ 41.82
17 古川 木綿子 ミシュラン チャイニーズクレステッドドッグ 40.36
18 宇佐美 和宏 一星（イッセイ） ミニチュアプードル 40.18
19 吉田 綾子 リコ コイケルホンディエ 40.09
20 向本 彩子 らんらん 柴 39.64
21 飯田 洋子 モジ ジャックラッセルテリア 38.36
22 小室 眞智子 ラック トイ プードル 36.09
23 清水 京子 エルデ ジャックラッセルテリア 35.45
24 山本 睦子 メープル All Japanese 34.82
25 臼澤 希代子 ファル コイケルホンディエ 34.18
26 山田 幸子 Ｉ＄円 シェットランドシープドッグ 30.91
27 山口 美代子 迅 シェットランドシープドッグ 29.64
28 落合 潤 凛（りん） 柴 29.09
29 永井 春美 ケビン シェットランドシープドッグ 27.82
30 児玉 アキ イブ ジャックラッセルテリア 27.32
31 市村 陽子 クローバー トイ プードル 27.27
32 小松 宏之 タンゴ トイ プードル 26.18
33 白沢 奈緒美 れお ジャックラッセルテリア 26.00
34 東方 郁子 ルナ コッカプー 24.82
35 尾崎 広利 Ｂｏｌｔ アメリカン・コッカー・スパニエル 23.09
36 永井 尉登 ないろ 柴 23.00
37 佐々木 直美 小次郎 柴 22.18
38 山田 香 タンゴ 柴 22.00
39 髙橋 さやか ハール コイケルホンディエ 21.64
40 斉藤 美樹 あずき ワイヤーフォックステリア 21.64
41 宮本 強 雛（ヒナ） 柴 21.45
41 田村 千雪 ニコラ ウェルシュテリア 21.45
43 福田 美佐子 仁（ジン） コイケルホンディエ 20.91
44 平川 ひさよ 日向（ひゅう） シェットランド・シープドッグ 18.55
45 町山 佳彦 ライナ シェットランドシープドッグ 17.59
46 筒井 裕司 バーディー トイプードル 17.45
47 林 英代 ぱう パーソンラッセルテリア 15.82
48 竹内 龍一 ユウ ミニチュアプードル 15.50
49 関谷 桂 メル シェットランドシープドッグ 14.55
50 大場 聖子 リズモ ビーグル 13.64
51 向本 彩子 まる 柴 13.09
52 松尾 智子 メイ ミニチュア・シュナウザー 12.82
53 蓬郷 泰宏 蓬郷ピノ ジャックラッセルテリア 12.09
54 芹澤 真理 ジャック ミニチュアピンシャー 11.64
55 松井 ひろ子 ミリア プードル 11.45
56 今村 由美子 コスナー シェットランドシープドッグ 10.36



57 石井 奈那衣 ルーク イタリアン・グレーハウンド 9.82
58 大瀧 雅寛 スック シェットランドシープドッグ 9.05
59 溝渕 麻紀子 ターリー ミニチュアプードル 8.73
60 飯田 直行 ブッチ All Japanese 8.18
61 吉本 英知 のの All Japanese 7.27
61 西脇 靖子 敦士 トイ ・プードル 7.27
61 髙橋 弥生 瑠璃 イタリアングレーハウンド 7.27
64 熊谷 康彦 こたろう 柴 6.82
65 宮城島 利香 みる ボストンテリア 6.55
66 松雪 扶美 陽向　（ひなた） All Japanese 6.36
67 屋代 寿恵 パラ All Japanese 5.73
68 藤山 泰子 ラン All Japanese 5.45
69 上田 薫 寅次 All Japanese 5.09
70 松山 美智子 岩ちゃん ワイヤーフォックステリア 5.00
71 田中 邦子 ルーク シェットランドシープドッグ 3.64
72 中郷 直子 ベリー ビーグル 3.27
73 片桐 哲也 華子（はなこ） 柴 2.91
74 瀧中 理子 まーく シェットランド・シープドッグ 1.82
75 日名子 美香 シノン ジャック・ラッセル・テリア 1.36


