
2012 A-1 OPDES AGILITY AWARD　　≪２度　65cmクラス≫

順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント
1 谷 亜佐美 葵 ストロングアイヘディングドッグ 49.45
2 安藤 貴子 ジュニア イングリッシュセター 46.68
3 藤原 康二 ＭＯＳＳ（モス） ボーダーコリー 44.18
4 瀬古 ゆかり 小春 ボーダーコリー 40.73
5 杉坂 恵里 レビー ボーダーコリー 34.55
5 池田 美穂 ヴァロン ピレニアン・シープドッグ 34.55
7 菱沼 英嗣 サニー アイリッシュ・セター 33.91
8 塘 美幸 ニケ ラブラドールレトリバー 31.91
9 畠山 博行・英子 ハリィー ボーダーコリー 31.82
10 吉井 祥子 タバサ オーストラリアンシェパード 31.27
11 鈴江 久美子 ＥＡＲＴＨ ベルジアンマリノア 29.00
12 小俣 洋 キャンディ オーストラリアン・シェパード 28.91
13 山口 麻紀 りく ボーダーコリー 28.55
14 張替 ひとみ ムース オーストラリアンシェパード 28.36
15 柿沼 弘樹・裕子 シド・ヴィシャス ボーダーコリー 27.64
16 清水 洋子 サラ All Japanese 27.27
17 向原 ひろ子 アドニス ボーダーコリー 26.77
18 田中 順子 夢結（メイ） オーストラリアンオーストラリアンシェパード 24.00
19 茂木 朗 びる ボーダーコリー 22.73
20 伊藤 和代 ルキア フラットコーテッドレトリーバー 22.55
21 古木 登 シオン ボーダーコリー 22.55
22 井上 寿美子 ショーン（ｓｅａｎ） ゴールデンレトリバー 21.27
23 柘野 浩三 Ｎｉｋｏ ボーダーコリー 20.00
24 森川 真理子 つくし オーストラリアン・ケルピー 19.36
25 山田 泰三 小まめ ラブラドール・レトリバー 18.91
26 川原崎 仁孝 健（ケン） ボーダーコリー 18.55
27 野村 登紀子 るう スタンダードプードル 18.23
28 三浦 志朗 パム スタンダードプードル 17.45
29 白田 久美 ＭＵＣＨＡ（ムーチャ） ボーダーコリー 15.82
30 宮本 佐土美 ピケ ベルジアンタービュレン 15.27
31 内田 匡美 ラムセスⅡ世 ボーダーコリー 14.82
32 川嶋 久美 スワン ボーダーコリー 14.27
33 山口 義勇 プリン ボーダーコリー 13.09
34 中村 陽一 ウッシー ボーダーコリー 11.82
35 濱冶 史朗 エレナ ボーダーコリー 11.64
36 藤井 陽子 ダン フラットコーテッドレトリーバー 11.18
37 髙久 祐子 トッティー ボーダーコリー 10.91
38 西岡 義裕 ウェンディ スタンダードプードル 9.55
39 奥野 克美 一休 ボーダーコリー 8.73
39 古川 浩二 留蔵 ボーダーコリー 8.73
39 新井 順子 シェリー ジャーマンシェパード 8.73
39 大森 千奈津 ボバン ボーダーコリー 8.73
43 高橋 理雄 ペイタ ボーダーコリー 7.27
44 福井 秀子 さな ラブラドール・レトリバー 6.14
45 秋元 恵 ダイン オーストラリアンシェパード 4.91
45 大坪 亜弓 ジェシカ ゴールデン・レトリバー 4.91
47 永田 雄二 ビート ボーダーコリー 3.27
48 浜川 信子 ネオ フラットコーテッドレトリーバー 3.18
49 鋒田 律代 ジャンゴ ボーダーコリー 1.82


