
2012 A-1 OPDES AGILITY AWARD　　≪３度　40cmクラス≫

順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント
1 秋池 伸子 クール ミニチュアプードル 784.64
2 渡辺 昌之 メイビー ミニチュアプードル 654.23
3 落合 功一 小鉄（コテツ） 柴 560.45
4 永関 敦子 アルフレッド トイプードル 492.95
5 小松 恵美子・宏之 タンゴ トイプードル 437.64
6 今村 由美子 コスナー シェットランドシープドッグ 389.73
7 吉本 英知 のの All Japanese 328.05
8 三好 好美 Ｑ シェットランドシープドッグ 271.50
9 遠藤 雅子 さや ボストンテリア 227.09
10 鈴木 美喜 宇宙（そら） トイプードル 203.18
11 白松 和豊 サーシャ（アレキサンダー） コッカプー 200.77
12 佐藤 由紀 マール シェットランドシープドッグ 185.00
13 梶川 恵子 ひな シェットランドシープドッグ 170.73
14 渡辺 芳之 キキ ミニチュアプードル 167.36
15 藤岡 桂子 黒豆与一郎 シェットランドシープドッグ 165.64
16 土居 誠 あんず ウェルシュテリア 163.36
17 佐藤 忍 ふう 柴 159.45
18 大和田 美子・副田 康信 スズ トイプードル 158.05
19 髙橋 弥生 瑠璃 イタリアングレーハウンド 145.18
20 土岐 恵美子 ルナ シェットランドシープドッグ 141.14
21 天野 縁 ＭＡＰＬＥ All Japanese 135.91
22 命苫 健治 ミク シェットランドシープドッグ 126.09
23 佐伯 康行・弘子 ＣＯＣＯＲＯＮ（ココロン） 柴 122.00
24 土田 美子 煌（キラ） シェットランドシープドッグ 120.36
25 橋本 升美 アンジェラ ミニチュアプードル 119.27
26 稲垣 聖美 タフ 柴 114.82
27 上野 祐子 樹里（ジュリ） シェットランドシープドッグ 111.64
28 松久 政司 ＲＥＶＥ（レーヴ） ミニチュアプードル 110.09
29 海野 真由美 マハナ ミニチュアプードル 108.27
30 横溝 敦子 ルイ All Japanese 102.00
31 武藤 まゆみ ぽちこ 柴 101.91
32 佐藤 由紀 バティ シェットランドシープドッグ 101.73
33 江上 勲 レモン ミニチュアプードル 100.18
34 江連 香葉子 ゲン坊 柴 93.09
35 浦野 ノブ子 シェビー イングリッシュコッカースパニエル 89.27
36 永井 尉登 ないろ 柴 83.50
37 橋本 明美 アンバー パーソンラッセルテリア 78.91
38 松本 義央 フレア トイプードル 78.18
39 神原 英二 ＶＩＴＯ（ビト） イタリアングレーハウンド 68.55
40 永江 春美 レディ シェットランドシープドッグ 68.18
41 屋代 寿恵 パラ All Japanese 66.77
42 岸川 良文 モーちゃん アメリカンコッカースパニエル 64.18
43 関川 淳子 メルティ シェットランドシープドッグ 63.27
44 坂本 雅則 チョコ イングリッシュコッカースパニエル 62.55
45 岡本 亜紀子 ライチ All Japanese 60.91
46 永井 義孝 ケビン シェットランドシープドッグ 59.64
47 宮川 直子 ハーロック ミニチュアシュナウザー 59.23
48 斎藤 真理子 ユノ シェットランドシープドッグ 57.00
49 筒井 裕司 バーディー トイプードル 56.91
50 宮城島 利香 みる ボストンテリア 55.45
51 吉田 綾子 リコ コイケルホンディエ 54.55
52 紫牟田 恵美 シエル イタリアングレーハウンド 46.59
53 松久 真美江 ＶＩＦ（ヴィフ） ミニチュアプードル 44.00
54 山田 進久 羽飛 シェットランドシープドッグ 43.27
55 南田 隆士 モカ ビーグル 43.05
56 古木 登 カイト 柴 39.27



57 福山 経寛 ウィリアム シェットランドシープドッグ 36.00
58 高澤 知子 ロク 柴 35.82
59 熊谷 康彦 こたろう 柴 35.64
59 松井 恭子 トワ シェットランドシープドッグ 35.64
61 尾崎 広利 Ｂｏｌｔ アメリカンコッカースパニエル 35.27
62 新田 文子 ほたる イタリアングレーハウンド 33.82
63 田尻 俊司 Ｍｉｃｋ　（ミック） ジャックラッセルテリア 31.27
64 宮本 強 雛（ヒナ） 柴 30.55
65 落合 潤 凛 柴 30.00
66 松澤 純子 ＺＵＺＵ（ずず） ミニチュアプードル 27.73
67 久和原 剛 デニーロ ミニチュアシュナウザー 27.64
67 竹谷 公男 ハレル トイプードル 27.64
69 田村 千雪 ニコラ ウェルシュテリア 24.82
70 市村 陽子 むっく トイプードル 24.73
71 中村 哲也 バレン トイプードル 24.55
72 瀧中 理子 フク 柴 20.55
73 松山 美智子 岩（がん）ちゃん ワイアーフォックステリア 20.18
74 川西 政子 ミル プーミー 19.64
74 宮川 均 メーテル ミニチュアシュナウザー 19.64
76 森嶋 富美江 茶菜 チャイニーズクレステッドドッグ 19.09
77 千葉 早苗 カブ ジャックラッセルテリア 17.45
78 日名子 美香 シノン ジャックラッセルテリア 16.36
79 河中 章宏 麦 柴 15.82
80 山口 美代子 姫 All Japanese 14.86
81 瀧中 理子 まーく シェットランドシープドッグ 14.55
82 児玉 茂子 ププ トイプードル 13.82
83 加藤 里佳 カカ ミニチュアプードル 13.45
84 渡辺 成之 フィズ ウェルシュテリア 13.09
85 尾崎 広利 ビンゴ アメリカンコッカースパニエル 9.82
86 松雪 扶美 陽向　（ひなた） All Japanese 8.91
87 細渕 奈保 パール シェットランドシープドッグ 7.27
88 佐藤 忍 りん 柴 7.09
89 斉藤 美樹 あずき ワイヤーフォックステリア 6.14
90 佐藤 由紀 サン シェットランドシープドッグ 4.77
91 阿部 由美 天（てん） パグ 3.64


