
2012 A-1 OPDES AGILITY AWARD　　≪３度　65cmクラス≫

順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント
1 山本 雅子 Ｐａｚｅ！！ ボーダーコリー 532.09
2 藤崎 尚志 隼 ボーダーコリー 398.73
3 上村 康子 ジャズ ボーダーコリー 385.73
4 三浦 美紀 ファンシー ボーダーコリー 356.18
5 小林 智恵子 Ｓｈｅ　Ｓｈｅ　Ｂ ボーダーコリー 333.14
6 古木 雪 フーガ ボーダーコリー 264.36
7 山本 福子・藤崎 尚志 オスカー ボーダーコリー 262.77
8 堤 たか子 チェイス ボーダーコリー 235.41
9 南場 弘司 パンジャ ボーダーコリー 209.64
10 渡来 行幸 ゆうひ ストロングアイ・へディングドッグ 199.27
11 大隈 智美 ウィッツ ボーダーコリー 190.73
12 田部 環 ラビ ラブラドールレトリバー 188.14
13 田辺 一賢 イノ ボーダーコリー 171.45
14 高橋 理雄 ペイタ ボーダーコリー 169.45
15 山下 光江 ジェリー ボーダーコリー 159.23
16 横溝 敦子 シュガー ボーダーコリー 148.64
17 森実 麻子 リベル ラブラドールレトリバー 145.55
18 紅林 直子 Ｋｉｒｉｎ ボーダーコリー 142.82
19 菅沼 礼子 綺羅（キラ） ラブラドールレトリバー 138.55
20 中村 都子 ここみ ボーダーコリー 115.36
21 大野 貴美 花神（カシン） ボーダーコリー 108.91
22 今村 由美子 フリード ボーダーコリー 102.50
23 藤田 美津子 ラヴィアン スタンダードプードル 100.36
24 池田 美穂 ヴァロン ピレニアン・シープドッグ 98.55
25 青木 信親 ジョーダン スタンダードプードル 98.18
26 柘野 浩三 Ｎｉｋｏ ボーダーコリー 93.82
27 柘野 浩三・裕美 Ｆｒｅｒｅ（フレール） ボーダーコリー 92.36
28 栗原 久美 サラテ ドーベルマン 90.00
29 和田 文江 コロン ラブラドールレトリバー 88.55
30 栗田 美代子 レオ ボーダーコリー 86.00
31 松尾 はるみ うの ボーダーコリー 68.36
32 堀内 美里・張 弘富 サイファ ボーダーコリー 63.09
33 堀江 ゆかり 蒼太（ソウタ） ボーダーコリー 60.55
34 谷 亜佐美 葵 ストロングアイ・ヘディングドッグ 60.00
35 小尾 明子 麟太郎 秋田犬 59.45
36 栗原 宏幸 ブロゥ スタンダードプードル 57.91
37 大坪 美紀 シンバ ボーダーコリー 53.95
38 小尾 明子 エド ジャーマンシェパード 51.64
39 工藤 明 美々（びび） ボーダーコリー 47.09
40 松尾 はるみ コハ ボーダーコリー 45.82
41 雁丸 隆幸 メグ ボーダーコリー 43.64
42 松岡 憲孝 スワン ボーダーコリー 40.36
43 高橋 紀代美 ＳＭＩＬＥ ボーダーコリー 39.64
44 浜川 信子 ネオ フラットコーテッドレトリバー 37.36
45 鈴木 美和 ぼたん ラブラドールレトリバー 35.82
46 佐藤 尚子 リコッタ フラットコーテッドレトリバー 35.64
47 宮本 佐土美 ピケ ベルジアンタービュレン 32.00
48 田村 弘子 寧々（ねね） ボーダーコリー 31.86
49 近藤 とき Ｖｅｇａ（ベガ） ラブラドールレトリバー 30.55
50 畠山 博行 ハリィー ボーダーコリー 29.82
51 大森 千奈津 ボバン ボーダーコリー 27.82
52 富永 伸哉 マオ ボーダーコリー 26.18
52 藤原 康二 ＭＯＳＳ（モス） ボーダーコリー 26.18
54 松岡 裕子 ひなぎく ボーダーコリー 25.82
55 富永 伸哉 ジーニー ボーダーコリー 25.45
56 山田 充・厚子 飛粋（ヒスイ） ボーダーコリー 24.36



57 副田 康信 ジュニア イングリッシュセター 24.00
58 秋元 恵 ダイン オーストラリアンシェパード 22.55
59 時崎 昭吾 ＴＲＹ ボーダーコリー 22.50
60 森川 真理子 つくし オーストラリアン・ケルピー 19.09
61 阿部 由美 直 ボーダーコリー 18.55
62 清水 洋子 サラ All Japanese 18.50
63 森實 美智子 海 ボーダーコリー 17.00
64 白田 久美 ＭＵＣＨＡ（ムーチャ） ボーダーコリー 16.36
64 山下 毅 ジル ボーダーコリー 16.36
64 山本 眞由美 玉三郎 ボーダーコリー 16.36
67 藤岡 康浩 ディープ ドーベルマン 15.68
68 古谷 美紀 ルーサー・プント ラブラドールレトリバー 15.45
69 冨士 孝 テラ坊 ブリタニースパニエル 15.27
70 大坪 亜弓 ジェシカ ゴールデン・レトリバー 13.91
71 山田 泰三 小まめ ラブラドールレトリバー 13.00
72 山口 麻紀 りく ボーダーコリー 12.36
73 菊地 京子 アビィ ラブラドールレトリバー 12.09
74 横山 実佐緒 季菜里 ボーダーコリー 7.36
75 菱沼 英嗣 サニー アイリッシュ・セター 6.55
76 赤嶺 ふみえ アスラン ジャーマンシェパード 6.14
76 古川 浩二 テス ボーダーコリー 6.14
78 藤原 清史 エース ボーダーコリー 5.09
79 増田 清恵 ジャック ボーダーコリー 4.77


