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順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント

1 塘 美幸 ライラプス ラブラドールレトリバー 68.45
2 岡部 美佐子 ＬＥＯ ボーダーコリー 58.73
3 森実 麻子 ルカ ラブラドール・レトリバー 51.82
4 重松 紀子 エヴァ チェサピークベイレトリバー 50.73
5 青木 信親 サイモン スタンダードプードル 49.27
6 守田 富貴 将（ショウ） スタンダードプードル 47.36
7 伊東 ななみ 海舞 ニュージーランドヘディングドッグ 46.45
8 東 清子 あさり ジャーマンシェパード 44.00
9 菊池 直子 ライアン スタンダードプードル 42.91

10 秋池 成律 雅 ボーダーコリー 37.91
11 清田 早苗 ダイヤ ホワイトシェパード 37.45
12 阿部 尚子 なっつ（夏都） ラブラドールレトリバー 36.64
13 武田 章裕 くりん ストロングアイヘディングドッグ 36.36
14 市原 悠 美音 ボーダーコリー 35.91
14 張替 ひとみ エンジェルピース オーストラリアンシェパード 35.91
16 飯島 和光 シーザー ボクサー 35.09
17 柿沼 友・京子 ロイ ボーダーコリー 34.82
18 岸 はるの アルデバラン ボーダーコリー 34.36
19 森田 正章 ナルド オーストラリアンシェパード 31.27
20 根ケ山 久美 グレイ オーストラリアンケルピー 29.91
21 山本 理佳 蓮 ゴールデンレトリバー 28.73
22 松田 海 ノア All Japanese 27.82
23 菅沼 礼子 駿薫（シュンクン） ボーダーコリー 23.91
24 杉本 典子 ＭＡＨＡＬＯ ボーダーコリー 23.09
25 森實 美智子 空 ボーダーコリー 20.50
26 深澤 裕二 もも ゴールデンレトリバー 20.00
27 菊池 直子 ピノン スタンダードプードル 18.18
28 加藤 昌宏 ルート ボーダーコリー 17.73
29 柘野 裕美 サジェス（Ｓａｇｅｓｓｅ） ボーダーコリー 17.45
30 中谷 恭子 ノーブル ゴールデンレトリバー 17.36
31 上野 香代 キキ ベルジアンタービュレン 16.55
32 若林 匡智 かんな ボーダーコリー 16.00
33 武田 恵味加 ナッツ スタンダードプードル 14.73
34 椎崎 恵 コビィ スタンダードプードル 14.55
35 能木 圭子 チョビ ラブラドール・レトリバー 13.41
36 今村 千恵 トッティ ボーダーコリー 12.73
37 大隈 智美 侍 ボーダーコリー 12.68
38 宇佐見 万里江 輪舞曲 ボーダーコリー 12.27
39 藤木 利明 珠利 ホワイトシェパード 11.55
40 辻上 弘毅 ジークフリード ジャーマン・シェパード 11.32
41 松山 美智子 ロッシュ ブリタニースパニエル 10.73
42 大内 聖子 トミー ラブラドールレトリバー 10.00
43 中村 ゆかり リョー太 ベルジアン・マリノア 8.18
44 岸川 享子 オスタラ ジャーマンシェパード 7.36
45 喜好 謙 アンリ ブリタニースパニエル 7.27
46 田中 さよ子 さくら ラブラドールレトリバー 6.14
47 平井 智也 ニケ ボーダーコリー 5.45
47 茂木 朗 びる ボーダーコリー 5.45
49 井上 照美 じぃーたー ボーダーコリー 4.77
50 古川 木綿子 おでん君 ジャーマンシェパード 4.73
51 藤川 真弓 ピナ プードル 4.36
52 大嶽 飛鳥 智（あきら） ホワイトスイスシェパード 3.27
53 大屋敷 啓代 一歩 ニュージーランド　ヘディングドッグ 2.73
53 野呂 香菜 かえで ロットワイラー 2.73


