
2013 3度スタン

順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント

1 山本 雅子 ＰＯＺＺ♪♪（ポッツ） ボーダーコリー 742.55
2 小西 晋 ＮＡＮＡ ボーダーコリー 711.55
3 小林 智恵子 Ｍｅｌｉｓｓａ ボーダーコリー 448.09
4 松尾 剛 レイ ボーダーコリー 428.36
5 日高 千尋 Ｖｉｃｋｅ ボーダーコリー 394.23
6 森嶋 基起 ＥＲＢＡ ボーダーコリー 358.55
7 三浦 美紀 鉄子 ボーダーコリー 336.91
8 加藤 陽子 ＣＯＲＥ ボーダーコリー 310.45
9 安藤 邦子 カール ボーダーコリー 306.18

10 小林 智恵子 ＢＲＡＤ ボーダーコリー 303.14
11 森實 美智子 海（うみ） ボーダーコリー 300.50
12 新田 文子 いなずま ボーダーコリー 284.55
13 江原 輝之 ジーナ ボーダーコリー 280.55
14 古木 雪 ディーヴァ ボーダーコリー 270.18
15 土岐 恵美子 ＮＩＮＡ ボーダーコリー 260.73
16 倉田 雅代 心 ボーダーコリー 250.91
17 熊谷 康彦 なつ ボーダーコリー 249.00
18 永田 徳子 タイタン ボーダーコリー 234.18
19 堀内 美里 ラージャ ボーダーコリー 218.91
20 田中 美子 苺 ボーダーコリー 217.45
21 鈴木 博起・市村 陽子 ＣＰ ボーダーコリー 216.09
22 荒木 勇希 ピスコ ボーダーコリー 215.27
23 松井 俊憲 ローズ ボーダーコリー 212.73
24 前田 幹夫 Ａｂｂｅｙ－Ｌｅｅ ボーダーコリー 197.82
25 緒方 清美 ＫＯＵＭＥ ボーダーコリー 196.95
26 中野 貴史 まさる ボーダーコリー 195.77
27 南場 弘司 パンジャ ボーダーコリー 182.36
28 海野 真裕 モナモナ ミニチュア・プードル 172.91
29 小林 智恵子 Ｓｈｅ　Ｓｈｅ　Ｂ ボーダーコリー 167.77
30 田辺 一賢 ハウ ボーダーコリー 153.82
31 北野 京子 星名（セナ） ボーダーコリー 151.64
32 鈴木 愛子 ビスコ ボーダーコリー 132.18
33 荒川 裕子 ジュピ（Ｊｕｐｉｔｅｒ） ボーダーコリー 119.09
34 渡辺 久美子 ＡＮＮＩＥ All Japanese 118.68
35 三浦 美紀 ファンシー ボーダーコリー 115.27
36 寺西 博 アリス ボーダーコリー 106.64
37 渡辺 京子 花菜多 ボーダーコリー 102.68
38 小野 智恵美 Ｂａｂｙ ラブラドール・レトリバー 101.86
39 漆原 瑞 リープ ブリタニースパニエル 101.73
40 内田 楊子 ファンファン ラブラドールレトリバー 101.50
41 指田 薫 リン ラブラドールレトリバー 100.77
42 亀井 昴・松岡 憲孝 レックス ボーダーコリー 97.27
43 菅沼 礼子 綺羅（キラ） ラブラドールレトリバー 91.23
44 横山 実佐緒 季菜里 ボーダーコリー 89.82
45 丸矢 えみ ＬＥＯＮ ボーダーコリー 88.73
46 張 弘富 サイファ ボーダーコリー 87.41
47 芝 由貴 ルカ ボーダーコリー 87.27
48 吉永 幸代 ＰＥＡＣＥ ボーダーコリー 83.27
49 荒木 勇希 チャンドラ ボーダーコリー 82.55
50 松井 直子 ＳＴＡＲ ボーダーコリー 82.36
51 津守 渉 はな ボーダーコリー 82.23
52 野瀬 光春 クライバー ボーダーコリー 80.14
53 増田 恵美 アニー All Japanese 80.00
54 三好 理絵 七星 ボーダーコリー 78.18
55 松澤 純子 ＰＩＰＩＮ（ぴぴん） オーストラリアンケルピー 73.09
56 橋本 祐三 ジョデイ ボーダーコリー 72.55
57 佐藤 多佳子 Ｄ（ディー） ボーダーコリー 71.09
58 森 香織 雅　（みやび） ボーダーコリー 67.45
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59 奥宮 良二 まりん ボーダーコリー 64.09
60 松澤 努 ＤＥＫＯ オーストラリアンケルピー 63.64
61 秋池 伸子 フィリップ ボーダーコリー 63.45
62 市川 栄美 さくら ボーダーコリー 62.64
63 石橋 亜耶 ｈｕｇ ボーダーコリー 62.18
64 大野 貴美 リン ボーダーコリー 58.91
65 岡 佳枝 天天 ボーダーコリー 58.18
66 橋本 寿美 ヤム ラブラドールレトリバー 54.18
67 日名子 美香 モリィ All Japanese 53.45
68 鎌田 貴三子 アシュリー ボーダーコリー 45.09
69 浜川 信子 ウィード ボーダーコリー 43.27
70 木村 美穂子 ペタル ラブラドールレトリバー 41.45
71 河合 津奈恵 美優子（ミューズ） ボーダーコリー 40.00
72 冨岡 健一郎 コロコロ ボーダーコリー 36.00
72 保科 貴之 もも ボーダーコリー 36.00
74 冨岡 健一郎 エドワード ボーダーコリー 35.45
75 山尾 伸子 Ｘ－ＧＡＩＡＳ（ガイアス） ラブラドールレトリバー 32.73
76 新田 文子 ケイティ ボーダーコリー 29.82
77 津田 桂志 トミー ボーダーコリー 29.45
78 竹内 由紀江 アイ ラブラドールレトリバー 29.23
79 水上 美佐緒 Ｈａｌ（ハル） ボーダーコリー 28.18
80 納田 義久・吉本 英知ＲＥＩ（レイ） ボーダーコリー 26.73
81 秋池 成律 モーリス ボーダーコリー 26.64
82 川嵜 美千代 ラン ボーダーコリー 26.45
83 工藤 明 美々（びび） ボーダーコリー 23.73
84 赤木 薫 ナイト ボーダーコリー 20.18
85 宇山 久美子 雲雀 ボーダーコリー 19.64
86 田中 よね子 モモ ボーダーコリー 18.82
87 明石 享子 ＣＡＰ ボーダーコリー 17.45
88 吉川 博美 リアム All Japanese 15.82
89 諸岡 裕子 らん ボーダーコリー 15.27
90 佐々木 美穂 バーディー 柴 13.82
91 河野 彰 えくぼ ラブラドールレトリバー 12.91
92 松原 美香 ライア ボーダーコリー 12.27
93 土肥 仁美 ティア ボーダーコリー 12.00
94 池田 美穂 ヴァロン ピレニアンシープドッグ 11.64
95 赤木 薫 ルーク ボーダーコリー 11.59
96 横溝 敦子 シュガー ボーダーコリー 10.91
97 山田 厚子 ヒヅミ ボーダーコリー 10.36
98 木原 真理子 マックス ボーダーコリー 8.73
99 山本 一雄 シュシュ ボーダーコリー 8.36

100 三好 舞実子 ウオッカ ボーダーコリー 7.27
101 瀬古 ゆかり 小春 ボーダーコリー 6.91
102 北村 恭子 旺次郎 ボーダーコリー 6.14
103 川口 秀明 デナリー ボーダーコリー 5.09
104 天野 譲治 エドワード ボーダーコリー 4.09
105 石橋 亜耶 紅 ボーダーコリー 3.82
106 川西 信行 ビスキー プーミー 2.18


