
2013 1度スタン

順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント

1 大杉 尚毅 オリー ボーダーコリー 129.32
2 岡村 由紀子 アンジー ボーダーコリー 126.77
3 鈴木 博起 ＤＤ ボーダーコリー 105.82
4 黒田 寿男 ＣＡＮＤＹ ボーダーコリー 104.86
5 三浦 裕子 Ｌｉｌｌｉｅ ボーダーコリー 101.09
6 富岡 妙子 カイ All Japanese 100.68
7 進藤 佐和子 タロー ボーダーコリー 95.73
8 渡辺 哲 ジロー ボーダーコリー 88.23
9 橋本 寿美・七五三木 美保 あずき ボーダーコリー 84.27

10 阿曽 千代子 ＪＪ ボーダーコリー 73.32
11 三浦 奈保子 ベガ ボーダーコリー 70.91
12 川野 慶子 ノエル ボーダーコリー 63.82
13 三浦 美紀 ソレディア ボーダーコリー 61.45
14 長崎 透 まい花 ボーダーコリー 60.91
15 伊藤 静夫 小太郎 ボーダーコリー 60.00
16 大屋敷 啓代 一歩 ニュージーランドヘディングドッグ 54.50
17 山﨑 広重 レイジー ボーダーコリー 54.18
18 北村 恭子 旺次郎 ボーダーコリー 54.14
19 松島 美鶴 マハロ ボーダーコリー 54.14
20 梅原 麻里 ケイティ ボーダーコリー 53.64
21 上田 葉子 バリバリ ボーダーコリー 50.05
22 工藤 明 レン ボーダーコリー 49.14
23 新阜 潤一 そら オーストラリアンシェパード 47.45
24 北村 真理子 ルナ ブリタニースパニエル 46.36
25 小林 彰浩 京（ケイ） ボーダーコリー 45.45
26 堀内 利恵子 ＥＣＲＵ（エクリュ） ラブラドールレトリバー 43.86
27 森 美涼 あられ ラブラドールレトリバー 43.27
28 内藤 昌平 こまさ All Japanese 42.45
29 三好 理絵 ＬＡＳＳ ボーダーコリー 41.50
30 新井 真司 カルア オーストラリアンケルピー 40.50
31 関根 陽子 リク ボーダーコリー 40.05
32 新田 文子 ケイティ ボーダーコリー 39.64
33 筒井 裕司 Ｋｅｙ（キー） ボーダーコリー 38.55
34 冨岡 健一郎 コロコロ ボーダーコリー 38.36
35 寺田 桂子 ティダ ボーダーコリー 37.91
35 村田 倫子 蓮 ボーダーコリー 37.91
37 古賀 裕子 ネロ ボーダーコリー 36.73
38 遠藤 由香 ゆず ボーダーコリー 35.64
39 松田 海 ネオ ボーダーコリー 34.36
40 石川 斉 ジャン ボーダーコリー 33.50
41 常信 麻紀子 ごま ボーダーコリー 33.09
42 大森 千奈津 ボバン ボーダーコリー 32.73
43 高橋 理雄 プッチ ボーダーコリー 31.77
44 西 美和 もも太 オーストラリアンケルピー 31.09
44 鈴木 裕子 まちコ ボーダーコリー 31.09
46 池田 知恵美 ヘレン ボーダーコリー 30.91
47 豊田 桂子 オセロ ボーダーコリー 30.82
48 手綱 正晃 日和（ひより） ボーダーコリー 30.68
49 岡部 成樹 ＡＲＩＥＳ ボーダーコリー 29.09
50 原岡 奈美 のあ ボーダーコリー 28.55
51 得永 喜恵子 ディール ボーダーコリー 25.91
52 髙橋 裕美子 髙橋はな ボーダーコリー 25.64
53 坂本 健 ジェシー ボーダーコリー 24.27
54 西原 吉則 コービー ボーダーコリー 23.18
55 岩瀬 幸子 ＮＡＬＵ（ナルー） ボーダーコリー 21.09
56 中園 晶子 アクビ ブリタニースパニエル 20.73
57 永友 美沙 ボーヤ ボーダーコリー 20.59
58 藤枝 哲也 心花 ボーダーコリー 20.00
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59 林 きよみ ポッシュ ラブラドールレトリバー 19.77
60 案外 太郎 フラミンゴ オーストラリアンシェパード 18.55
61 木原 真理子 マックス ボーダーコリー 18.45
62 今村 健一郎 フィリア ボーダーコリー 17.73
63 赤木 薫 ナイト ボーダーコリー 17.27
64 市川 知代 かい All Japanese 16.36
65 大石 一郎 メイ ボーダーコリー 16.32
66 久原 貴代子 バルト ボーダーコリー 15.82
66 長崎 真理子 藍（アイ） ボーダーコリー 15.82
68 髙橋 博 ＨＡＮＡ（ハナ） ボーダーコリー 15.36
69 増田 利行 増田アン ボーダーコリー 14.55
69 棚澤 玲子 ナターシャ ブリタニースパニエル 14.55
71 七五三木 美保 ＣＯＳＴＡ ラブラドールレトリバー 14.00
72 倉持 宏也 さくら ゴールデンレトリバー 13.82
73 横井 正人 ハナ ボーダーコリー 13.45
74 荒川 裕子 オリオン（Ｏｒｉｏｎ） ボーダーコリー 13.09
75 常川 智恵子 ニコール ゴールデンレトリバー 12.95
76 喜好 謙 アンリ ブリタニースパニエル 12.73
77 秋山 英子 ひめ ボーダーコリー 12.55
78 鈴木 逸平 Ｑ太郎 ボーダーコリー 12.00
79 森田 正章 ブント オーストラリアンシェパード 11.05
80 齋藤 美和 月楠（つくし） ボーダーコリー 10.23
81 神藤 由香 ケン All Japanese 10.09
82 畑 博美 ルディア ボーダーコリー 9.55
83 奥村 光代 ラリー シェットランドシープドッグ 8.59
84 松下 正宣 チップ ボーダーコリー 7.50
85 佐藤 正喜 ジャック ボーダーコリー 7.36
85 松井 ひろ子 ビアンカ スタンダードプードル 7.36
87 佐藤 晴香 ピーク ラブラドールレトリバー 6.91
88 大野 康 ライラ（ＬＹＲＡ） ボーダーコリー 6.73
89 河野 昭子 えくぼ ラブラドールレトリーバー 6.09
90 松田 尚美 ＡＬＯＨＡ ボーダーコリー 5.45
91 高幣 寿美子 ぷっち ボーダーコリー 4.91
92 佐々木 久子 らん ゴールデン・レトリバー 4.09
93 曽我部 弘昭 メリッサ ラブラドール・レトリバー 3.27
94 新国 理香 マリン オーストラリアンシェパード 1.82


