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順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント

1 山本 雅子 Ｐａｚｅ！！（パーチェ） ボーダーコリー 731.32
2 藤崎 尚志・日高 千尋 隼 ボーダーコリー 461.86
3 市原 悠 美音 ボーダーコリー 387.09
4 松澤 努 ＤＥＫＯ（でこ） オーストラリアン・ケルピー 352.00
5 秋池 成律 雅 ボーダーコリー 335.50
6 若林 匡智 かんな ボーダーコリー 309.09
7 横溝 敦子 シュガー ボーダーコリー 254.18
8 田辺 一賢 イノ ボーダーコリー 247.64
9 藤崎 福子・坂本 雅則 オスカー ボーダーコリー 232.18

10 大坪 美紀 シンバ ボーダーコリー 220.09
11 菅沼 礼子 シュンクン ボーダーコリー 217.59
12 田部 環 ラビ ラブラドール・レトリバー 217.23
13 安藤 貴子 ジュニア イングリッシュセター 190.41
14 三浦 美紀 ファンシー ボーダーコリー 187.55
15 畠山 博行・英子 ハリィー ボーダーコリー 167.05
16 栗田 美代子 レオ ボーダーコリー 163.64
17 三浦 美紀 ソレディア ボーダーコリー 142.36
18 森実 麻子 ルカ ラブラドール・レトリバー 142.00
19 坂井 栄一 パディントン ボーダーコリー 141.95
20 富永 伸哉 マオ ボーダーコリー 136.50
21 山田 泰三 小まめ ラブラドール・レトリバー 129.73
22 古木 登 シオン ボーダーコリー 126.14
23 上村 康子 ジャズ ボーダーコリー 121.09
24 前田 幹夫 Ｊｅａｎ－Ｌｅｅ ボーダーコリー 117.32
25 南場 弘司 パンジャ ボーダーコリー 117.09
26 中村 都子 ここみ ボーダーコリー 114.18
27 日下 英俊 ルシファー ボーダーコリー 113.36
28 堤 たか子 チェイス ボーダーコリー 108.18
29 谷 亜佐美 葵 ストロングアイ・ヘディングドッグ 108.09
30 中谷 恭子 ノーブル ゴールデンレトリバー 104.18
31 有本 孝典 Ｒａｉｚ（ライズ） オーストラリアンシェパード 96.18
32 近藤 とき Ｖｅｇａ（ベガ） ラブラドールレトリバー 95.32
33 伊東 ななみ 海舞（カリブ） ニュージーランドヘディングドッグ 92.36
34 荒川 裕子 オリオン（Ｏｒｉｏｎ） ボーダーコリー 78.41
35 小尾 明子 麟太郎 秋田犬 75.45
36 柿沼 京子 ロイ ボーダーコリー 67.45
37 高橋 理雄 ペイタ ボーダーコリー 66.09
38 森實 美智子 空 ボーダーコリー 62.32
39 平井 智也 ニケ ボーダーコリー 59.27
40 柘野 浩三 Ｎｉｋｏ ボーダーコリー 58.18
41 鋒田 律代 ジャンゴ ボーダーコリー 57.82
42 藤原 綱二 Ｍｏｓｓ ボーダーコリー 56.91
43 河野 亜衣 バルドル スタンダード・プードル 55.82
44 森實 美智子 海 ボーダーコリー 44.18
45 大内 聖子 ハーマイオニー ラブラドールレトリバー 42.55
46 鈴木 美和 ぼたん ラブラドールレトリバー 41.82
47 永田 雄二 ビート ボーダーコリー 41.73
48 根ケ山 久美 グレイ オーストラリアンケルピー 39.27
49 指田 薫 リン ラブラドール・レトリバー 38.32
50 中野 弘美 ゆき ゴールデンレトリバー 38.18
51 山田 充 飛粋 ボーダーコリー 37.64
52 武田 章裕・土居 誠 くりん ストロングアイヘディングドッグ 36.00
53 浜本 久子 トライ ボーダーコリー 34.41
54 浜川 信子 ネオ フラットコーテッドレトリバー 32.55
55 岸 はるの アルデバラン ボーダーコリー 29.18
56 柘野 浩三 フレール ボーダーコリー 28.36
57 秋元 三枝子 ルーク ラフコリー 26.45
58 井上 寿美子 ショーン（ｓｅａｎ） ゴールデンレトリバー 24.82
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59 吉川 博美 ノエル All Japanese 24.73
60 内田 楊子 ラムセスⅡ世 ボーダーコリー 22.64
61 堀 アツコ Ｐａｓｓｏ ボーダーコリー 21.82
62 柘野 裕美 サジェス（Ｓａｇｅｓｓｅ） ボーダーコリー 20.91
63 藤田 美津子 ラヴィアン スタンダードプードル 19.82
64 松澤 純子 ＰＩＰＩＮ（ぴぴん） オーストラリアンケルピー 19.64
65 菱沼 英嗣 サニー アイリッシュ・セター 19.64
66 塘 美幸 ニケ ラブラドールレトリバー 18.18
67 高橋 理雄 プッチ ボーダーコリー 17.18
68 清田 早苗 ダイヤ ホワイトシェパード 16.23
69 森川 真理子 つくし オーストラリアンケルピー 12.36
70 秋元 恵 ダイン オーストラリアンシェパード 12.27
71 増田 美穂子 味醂 ラブラドールレトリバー 11.27
72 松山 美智子 ロッシュ ブリタニースパニエル 8.91
73 引間 良己 ムサシ オーストラリアンシェパード 7.64
74 吉井 祥子 タバサ オーストラリアンシェパード 7.27
75 堤 たか子 カイ ボーダーコリー 6.55
76 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 4.55
77 雁丸 隆幸 メグ ボーダーコリー 4.18


