
2013 SCミニ

順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント

1 大久保 順子 メーティス シェットランドシープドッグ 176.73
2 畠山 英子 ふーこ トイ プードル 157.09
3 田中 美香 およよ トイプードル 146.91
4 岡本 亜紀子 紅（ＫＵＲＥ） ミニチュアピンシャー 120.55
5 伊東 元秀 モコ トイ プードル 106.00
6 福井 千恵 キューブ パピヨン 96.91
7 石川 潤 たー坊 ウェルシュコーギーペンブローグ 87.82
8 森川 紀子 Ｌ パピヨン 76.73
9 渡辺 厚美 かるら トイプードル 75.27

10 岸野 愛子 ハッピ トイプードル 71.09
11 福山 芽実 ホッチ パピヨン 69.45
12 中尾 直譜 シュン パピヨン 65.27
13 徳田 美奈子 ウィン ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 62.18
14 高木 琴子 梨音（リオン） ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 60.18
15 大久保 敦也 ドラちゃん トイプードル 54.18
16 中尾 直譜 りょう パピヨン 50.91
17 岡田 美友紀 ビーノ トイ プードル 50.00
18 大庭 雅代 なつ ジャックラッセルテリア 49.45
19 古田土 隆・佳子 ポンズ ボストンテリア 46.55
20 宮本 強 緒湖（チョコ） トイ プードル 46.36
21 日野 貴敏 ナッポ ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 46.18
22 山本 隆 アロア ジャックラッセルテリア 46.00
23 若林 和子 プイネ キャバリアキングチャールズスパニエル 43.64
24 白松 美夏 セントクレアソフィー トイ プードル 43.27
25 廣藤 蓉子 なんな トイ プードル 40.00
26 松本 茂 アヴリル ウェルシュコーギーペンブローク 38.55
27 田口 緑 マリィ シェットランドシープドッグ 38.18
28 大石 恭子 ユピィ トイ プードル 36.36
29 森 幸文 あゆ ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 36.00
30 瀬川 清文 ミミ ジャックラッセルテリア 32.91
31 菅野 恵美子 すず トイプードル 32.73
32 小林 由香里 マキシマス ジャック・ラッセル・テリア 32.55
33 今村 由美子 ニコラ シェットランド・シープドッグ 31.82
34 藤岡 正信 バンビーノボンボン トイ プードル 31.45
35 大庭 雅代 セラ ジャックラッセルテリア 30.55
36 永井 みさ ポム トイ プードル 25.64
37 黒澤 美雪 ひなの パピヨン 24.55
38 中山 志幸 こた ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 21.82
39 永関 敦子 パトリシア トイ プードル 21.82
40 松下 珠美 ごん子 柴 21.64
41 五島 雅代・森嶋 基起 小枝 トイプードル 20.73
42 沖 亜矢子 すず トイ プードル 20.00
43 新井 正記 ＡＳＫＡ パピヨン 18.91
44 岸野 愛子・南場 弘司 ルミー トイプードル 18.18
45 石井 良枝 かな スコッチテリア 16.91
46 中村 一久 リン ウェルシュコーギーペンブローグ 16.73
47 菊田 匡子 恵空（エクウ） All Japanese 16.00
47 藤岡 明美 だいちゃん トイ プードル 16.00
49 小林 久美子 ぶぶ トイ プードル 15.09
50 坂巻 新子 ネッビア ジャックラッセルテリア 14.73
51 藤原 優子 太一（たいち） ポメラニアン 14.55
52 田口 緑 ジュリア シェットランドシープドッグ 13.82
53 臼井 賀子 Ｔｉｎａ トイプードル 13.82
54 小原 幸枝 ありす ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 12.36
55 頃末 久美子 チャイナ パピヨン 12.18
56 上野 誠貴 圭太 トイ プードル 11.64
57 峯野 由紀 レディ ジャックラッセルテリア 10.91
58 森川 達雄 ＣＡＰ スキッパーキ 10.18
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59 金政 かおり なる キャバリア 10.00
60 信田 智佳子 夢来 ジャックラッセルテリア 9.82
61 西本 幸子 翼 ウェルシュコーギーペンブローク 8.91
61 石井 良枝 ほたる スコッチテリア 8.91
63 小早川 みどり ゆき ウェルシュ・コーギー・カーディガン 8.73
64 岡崎 光子 モカ トイ プードル 8.18
65 高橋 佐知子 那智 ジャックラッセルテリア 7.27
66 鎌田 有日子 ケイ ウェルシュコーギーペンブローク 6.55
67 西脇 靖子 紫媛 トイプードル 5.45
67 西脇 靖子 青龍 トイプードル 5.45
69 南部 裕美 きなこ ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 5.09
70 河原 憲子 Ｗａｆｆｌｅ（ワッフル） トイプードル 3.27
70 七五三木 美保 パン パピヨン 3.27
70 須藤 沙織 バジル ミニチュアプードル 3.27
73 加藤 美和 くるみ ウェルシュコーギーペンブローグ 2.73
74 山本 尚巳 ジョニー ジャックラッセルテリア 2.18


