
2017 3度35cm

順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント

1 秋池 伸子 クール ミニチュアプードル 525.05
2 芹澤 真理・日高 千尋 絢太（けんた） ミニチュアピンシャー 369.09
3 西脇 靖子・坂本 雅則 敦士 トイ プードル 268.41
4 長谷川 美穂 メリア All Japanese 252.45
5 白沢 奈緒美 れお ジャックラッセルテリア 242.36
6 下川 徹・江津子 コリン アメリカンコッカースパニエル 237.82
7 谷 亜佐美 ちはる シェットランドシープドック 233.41
8 小松 宏之・恵美子 タンゴ トイ プードル 226.41
9 藤川 浩彦・優子 Ｖｉｐｓａｎｉａ 柴 225.18

10 三田村 まどか しんのすけ All Japanese 218.32
11 中山 礼子 カラ トイ プードル 190.95
12 小室 眞智子 ラック トイ プードル 189.18
13 内藤 昌志・有喜 ＡＭＩ（アミ） ミニチュアシュナウザー 187.41
14 江上 勲 レモン ミニチュアプードル 146.36
15 筒井 裕司 バーディー トイプードル 145.32
16 島田 有紀子 ムーム All Japanese 145.00
17 三浦 明子 デイジー ミニチュアシュナウザー 140.00
18 東方 郁子 ルナ コッカプー 137.64
19 林 美帆 笑む（えむ） ミニチュアシュナウザー 125.82
20 佐藤 晴香 あんじー シェットランドシープドッグ 109.45
21 落合 潤 紺（こん） 柴 105.14
22 武田 巳鶴 てんこ ミニチュアピンシャー 96.95
23 山田 香 ルンバ 柴 92.86
24 田中 美子・坂本 雅則 ＵＲＩＢＯＯ トイ プードル 88.45
25 佐藤 孝 太郎 柴 84.86
26 内藤 由季 茶々 All Japanese 81.91
27 恵面 由紀子 ミルキー ミニチュアシュナウザー 80.55
28 佐藤 由紀 シィ シェットランドシープドッグ 78.05
29 中務 恵子 Ｖａｇｕｅ ミニチュアシュナウザー 72.00
30 佐藤 孝也 飛鷹 ウェルシュコーギーカーディガン 65.59
31 飯田 直行・北 いづみ プー太郎 コッカプー 65.45
32 渡辺 孝 Ｑｏｏ（クー） ビーグル 63.82
33 河中 章宏 麦 柴 60.00
34 高倉 治美 ココア ミニチュアシュナウザー 59.68
35 大瀧 雅寛・友里奈 スック シェットランドシープドッグ 58.91
36 新田 文子 チータ シェットランドシープドッグ 55.27
37 吉田 綾 あんず スキッパーキ 54.18
38 向本 彩子 ごま 柴 50.23
39 小山 秀穂・喜代美 サーフ ジャックラッセルテリア 44.36
40 肥後 朋子 梅子 All Japanese 39.55
41 内藤 昌志 ＲＵＥ（ルー） ミニチュアシュナウザー 38.36
42 松岡 絵理奈 コロ助 ケアーンテリア 37.00
43 菊池 知美 はかせ ジャックラッセルテリア 35.64
44 荒川 幸代 サン ミニチュアピンシャー 33.73
45 佐野 真理子 ぷー ジャックラッセルテリア 32.82
46 吉村 健司 瑠夏（ルカ） キャバリアキングチャールズスパニエル 32.73
47 田辺 文一 Ｌｕｃｋ（ラック） トイプードル 31.09
48 田口 緑 ミリア シェットランドシープドッグ 29.27
49 渡辺 芳之 キキ ミニチュアプードル 28.73
50 児玉 アキ イブ ジャックラッセルテリア 24.27
51 加藤 里佳 グラン シェットランドシープドッグ 21.64
52 岩永 清子 ぱぁる ミニチュアプードル 16.55
53 白松 和豊 ヘザーアンジュリーク ムーディ 11.45
54 三上 智晴 マックス ビーグル 8.73
55 本間 彰子 譲二 ボストンテリア 8.36
56 橋本 升美 エルザ ミニチュアプードル 5.82
57 黒澤 美雪 こなみ シェットランドシープドッグ 5.45
58 小野 博美 翔 トイ プードル 3.27


