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

順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント
1 永関 敦子 アルフレッド トイプードル 155.09
2 渡辺 昌之 メイビー ミニチュアプードル 131.09
3 関川 淳子 メルティ シェットランドシープドッグ 125.73
4 秋池 伸子 クール ミニチュアプードル 115.09
5 小松 宏之・恵美子 タンゴ トイプードル 105.23
6 江上 勲 レモン ミニチュアプードル 96.09
7 今村 由美子 コスナー シェットランドシープドッグ 90.50
8 落合 功一 小鉄（コテツ） 柴 70.00
9 加藤 里佳 カカ ミニチュアプードル 68.64
10 海野 真由美 マハナ ミニチュアプードル 53.09
11 大沢 陽子 サキ シェットランドシープドッグ 48.00
12 阿部 由美 天（てん） パグ 47.27
13 佐伯 康行・弘子 ＣＯＣＯＲＯＮ（ココロン） 柴 46.05
14 竹谷 公男 ハレル トイプードル 43.82
15 又地 尚美 ロッタ コイケルホンディエ 38.77
16 池田 清秀・裕子 メイ シェットランドシープドッグ 38.18
17 三好 好美 Ｑ シェットランドシープドッグ 37.27
18 川西 政子 ミル プーミー 34.91
19 武藤 まゆみ ぽちこ 柴 33.64
20 山田 昭子 オーリー コイケルホンディエ 33.00
21 吉本 英知 のの All Japanese 32.45
22 佐藤 由紀 マール シェットランドシープドッグ 31.32
23 橋本 明美 アンバー パーソンラッセルテリア 30.55
24 岸川 良文 モーちゃん アメリカン・コッカー・スパニエル 28.55
25 永井 義孝 ケビン シェットランドシープドッグ 28.00
26 永江 春美 レディ シェットランドシープドッグ 26.73
26 横溝 敦子 ルイ All Japanese 26.73
28 副田 康信 クライネ ボーダーテリア 26.18
29 大場 聖子 リズモ ビーグル 23.64
30 秋元 浩美 ダリア シェットランドシープドッグ 22.91
31 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 22.36
32 福山 経寛 ウィリアム シェットランドシープドッグ 21.27
33 高澤 知子 ロク 柴 16.55
34 町山 佳彦 ライナ シェットランドシープドッグ 14.64
35 高本 倫枝 ユンタ ジャックラッセルテリア 14.45
36 白沢 奈緒美 れお ジャックラッセルテリア 13.82
37 斎藤 真理子 ユノ シェットランドシープドッグ 13.09
38 岩永 清子 ぱぁる ミディアムプードル 12.73
39 伊藤 みち子 エル コイケルホンディエ 12.27
40 大和田 美子 スズ トイプードル 12.00
41 古田土 隆 アンズ ジャックラッセルテリア 11.82
42 落合 潤 凛（りん） 柴 11.45
43 橋本 升美 アンジェラ ミニチュアプードル 10.91
43 南田 隆士 モカ ビーグル 10.91
43 吉田 綾子 リコ コイケルホンディエ 10.91
46 田辺 克之 ビリーブ シェットランドシープドッグ 10.64
47 又地 秀良 マルコ コイケルホンディエ 7.64
48 尾崎 広利 Ｂｏｌｔ アメリカン・コッカー・スパニエル 6.55
48 松澤 純子 ＺＵＺＵ（ずず） ミニチュアプードル 6.55
50 田辺 充代 ビオラ イングリッシュコッカースパニエル 5.82
51 大野 肇 エリン シェットランドシープドッグ 4.55
52 梅原 高実 Ｍｒ．マック シェットランドシープドッグ 4.36
52 筒井 裕司 バーディー トイプードル 4.36
54 伊藤 みち子 シェリ コイケルホンディエ 2.73
54 土岐 恵美子 ルナ シェットランドシープドッグ 2.73
56 永井 義孝 ジョアンナ シェットランドシープドッグ 2.55


