
2016 3度ラージ

順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント

1 山本 雅子 Ｐａｚｅ！！ ボーダーコリー 716.00
2 坂井 栄一 パディントン ボーダーコリー 638.86
3 秋池 成律・伸子 雅 ボーダーコリー 537.36
4 日下 英俊 ルシファー ボーダーコリー 502.91
5 小林 智恵子 亜美ちゃん ボーダーコリー 338.23
6 前田 幹夫 Ｊｅａｎ－Ｌｅｅ ボーダーコリー 334.50
7 中谷 恭子 ノーブル ゴールデンレトリバー 331.64
8 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 302.32
9 古木 登 シオン ボーダーコリー 245.64

10 藤崎 尚志 隼（はやぶさ） ボーダーコリー 225.50
11 井上 照美 じぃーた郎 ボーダーコリー 210.82
12 中野 貴史 まさる ボーダーコリー 210.68
13 森実 麻子 ルカ ラブラドールレトリバー 191.36
14 藤崎 尚志・福子 オスカー ボーダーコリー 186.00
15 大内 聖子 ハーマイオニー ラブラドールレトリバー 156.36
16 我妻 あや Ｓｅｒｅｎａ スタンダードプードル 156.27
17 市原 悠 美音 ボーダーコリー 156.00
18 若林 匡智 かんな ボーダーコリー 155.45
19 加藤 陽子 ＯＯＰＳ！ ボーダーコリー 153.00
20 中村 都子 ここみ ボーダーコリー 151.18
21 大坪 美紀 シンバ ボーダーコリー 148.64
22 小尾 明子 麟太郎 秋田犬 133.64
23 谷 亜佐美 葵 ストロングアイヘディングドッグ 132.09
24 畠山 博行 ハリィー ボーダーコリー 126.23
25 南場 弘司 パンジャ ボーダーコリー 125.27
26 金谷 晶子 Ｌｕｔｚ ベルジアンマリノア 120.50
27 高橋 理雄 ぷっち ボーダーコリー 111.73
28 栗田 美代子 レオ ボーダーコリー 106.27
29 中野 弘美 ゆき ゴールデンレトリバー 104.68
30 安藤 貴子 ジュニア イングリッシュセター 104.00
31 雁丸 隆幸 メグ ボーダーコリー 101.77
32 菱沼 英嗣 サニー アイリッシュセター 79.27
33 東 清子 あさり ホワイトシェパード 74.45
34 柿沼 京子 ロイ ボーダーコリー 53.09
35 奥泉 律子 Ｄｉｎｇｏ オーストラリアンケルピー 51.14
36 新井 朱美 トラ ボーダーコリー 50.18
37 前田 幹夫 ＪｅａｎーＬｅｅ ボーダーコリー 48.00
38 吉川 博美 アールグレイド ボーダーコリー 42.27
39 神藤 由香 陸空（りく） ニュージーランドヘディングドッグ 36.73
40 有本 孝典 Ｄａｗｎ（ドーン） オーストラリアンシェパード 33.95
41 宇佐見 万里江 輪舞曲（ロンド） ボーダーコリー 33.45
42 伊東 ななみ 慧（サトリ） ニュージーランドヘディングドッグ 30.73
43 塘 美幸 ライラプス ラブラドールレトリバー 30.14
44 高橋 理雄 ペイタ ボーダーコリー 29.91
45 平井 智也 ニケ ボーダーコリー 27.09
46 秋元 恵 ダイン オーストラリアンシェパード 26.73
47 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 26.18
48 井上 寿美子 ショーン（ｓｅａｎ） ゴールデンレトリバー 25.45
49 佐伯 あゆみ メオくん ボーダーコリー 22.18
50 高橋 文 フェリシア ジャーマンシェパード 18.18
51 岩瀬 幸子 ＮＡＬＵ ボーダーコリー 15.45
52 内田 楊子 ラムセスⅡ世 ボーダーコリー 13.45
53 根ケ山 久美 グレイ オーストラリアンケルピー 12.18
54 岡田 美津子 ミミ ボーダーコリー 11.45
55 三浦 美紀 ソレディア ボーダーコリー 10.91
56 有本 孝典 Ｒａｉｚ（ライズ） オーストラリアンシェパード 8.18
57 塘 美幸 ニケ ラブラドールレトリバー 7.64
58 小野 智恵美 Ｂａｂｙ ラブラドールレトリバー 6.18
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59 伊東 ななみ 海舞 ニュージーランドヘディングドッグ 5.45
60 秋元 三枝子 ルーク ラフコリー 4.55
61 清田 早苗 ダイヤ ホワイトシェパード 3.27
62 横溝 敦子 シュガー ボーダーコリー 2.55


