
2013 SCラージ

順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント

1 藤崎 尚志 隼 ボーダーコリー 135.45
2 栗田 美代子 レオ ボーダーコリー 113.27
3 近藤 とき Ｖｅｇａ（ベガ） ラブラドールレトリバー 103.45
4 三浦 美紀 ファンシー ボーダーコリー 95.27
5 畠山 英子 ハリィー ボーダーコリー 93.82
6 上村 康子 ジャズ ボーダーコリー 70.18
7 山本 福子 オスカー ボーダーコリー 67.09
8 高橋 理雄 ペイタ ボーダーコリー 58.00
9 藤原 綱二 ＭＯＳＳ（モス） ボーダーコリー 56.91

10 小尾 明子 麟太郎 秋田犬 53.45
10 田辺 一賢 イノ ボーダーコリー 53.45
12 守田 富貴 将（ショウ） スタンダードプードル 52.18
13 堤 たか子 チェイス ボーダーコリー 43.27
14 大坪 美紀 シンバ ボーダーコリー 42.91
15 森川 真理子 つくし オーストラリアン・ケルピー 42.00
16 山本 雅子 Ｐａｚｅ ボーダーコリー 40.91
17 森実 麻子 リベル ラブラドール・レトリバー 38.36
18 古木 雪 フーガ ボーダーコリー 37.09
19 中村 都子 ここみ ボーダーコリー 36.18
20 谷 亜佐美 葵 ストロングアイヘディングドッグ 34.00
21 紅林 直子 ＫＩＲＩＮ ボーダーコリー 32.73
22 堀江 ゆかり 蒼太（ソウタ） ボーダーコリー 31.09
23 今村 由美子 フリード ボーダーコリー 30.18
24 市原 悠 美音 ボーダーコリー 30.00
25 安藤 貴子 ジュニア イングリッシュセター 29.82
26 横溝 敦子 シュガー ボーダーコリー 29.27
27 雁丸 隆幸・賀代子 メグ ボーダーコリー 25.82
28 大隈 智美 ウィッツ ボーダーコリー 25.45
29 柘野 浩三 ＦＲＥＲＥ（フレール） ボーダーコリー 22.91
30 小林 智恵子 Ｓｈｅ　Ｓｈｅ　Ｂ ボーダーコリー 22.55
31 髙橋 理雄 ペイタ ボーダーコリー 21.82
32 若林 匡智 かんな ボーダーコリー 21.27
33 奥野 克美 一休 ボーダーコリー 21.09
34 柘野 浩三 ＮＩＫＯ ボーダーコリー 16.36
35 山田 充 飛粋 ボーダーコリー 15.27
36 永田 雄二 ビート ボーダーコリー 14.18
37 南場 弘司 パンジャ ボーダーコリー 14.00
38 富永 伸哉 ジーニー ボーダーコリー 13.82
39 三浦 美紀 ソレディア ボーダーコリー 13.09
40 古木 登 シオン ボーダーコリー 12.73
40 藤川 真弓 ブロンソン　オブ　パピー　エンジェルハウス　ジェイピー プードル 12.73
42 有本 孝典 Ｒａｉｚ（ライズ） オーストラリアンシェパード 11.45
43 伊東 ななみ 海舞 ニュージーランドヘディングドッグ 10.91
43 内田 匡美 ラムセスⅡ世 ボーダーコリー 10.91
45 鋒田 律代 ジャンゴ ボーダーコリー 10.36
46 吉井 祥子 タバサ オーストラリアンシェパード 10.18
46 小尾 明子 エド ジャーマンシェパード 10.18
46 髙栁 芳美 レジーナ ボーダーコリー 10.18
49 佐藤 尚子 リコッタ フラットコーテッドレトリバー 9.82
49 渡来 行幸 ゆうひ ストロングアイヘディングドッグ 9.82
51 高橋 弘嗣 ＳＭＩＬＥ ボーダーコリー 8.36
51 和田 文江 コロン ラブラドールレトリバー 8.36
53 阿部 孝治 なっつ ラブラドールレトリバー 7.64
53 安藤 邦子 カール ボーダーコリー 7.64
55 秋元 三枝子 ルーク ラフコリー 7.09
56 中野 弘美 ゆき ゴールデンレトリバー 6.36
57 清水 洋子 サラ All Japanese 5.82
58 富永 伸哉 マオ ボーダーコリー 5.45
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59 秋元 恵 ダイン オーストラリアンシェパード 5.09
59 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 5.09
61 菱沼 英嗣 サニー アイリッシュ・セター 4.36
62 山下 光江 ジェリー ボーダーコリー 3.82
63 平井 智也 ニケ ボーダーコリー 3.27


