
2017 3度55cm

順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント

1 山本 雅子 鉄Ｐｅｎ ボーダーコリー 321.77
2 岸本 和人 山女 ボーダーコリー 293.86
3 藤崎 尚志 隼（ウィキ） ボーダーコリー 279.27
4 堀内 利恵子 ＥＣＲＵ（エクリュ） ラブラドールレトリバー 219.23
5 田村 千雪 デイジー アイリッシュテリア 216.55
6 三浦 美紀 ソレディア ボーダーコリー 211.27
7 岩瀬 幸子 ＮＡＬＵ ボーダーコリー 203.95
8 松澤 純子 ＰＩＰＩＮ オーストラリアンケルピー 202.73
9 村田 倫子 ジェームス ボーダーコリー 165.45

10 磯脇 千景 ＺＥＴ ボーダーコリー 164.00
11 新田 文子 いなずま ボーダーコリー 163.00
12 田辺 一賢 ハウ ボーダーコリー 161.23
13 大屋敷 啓代 一歩 ニュージーランドヘディングドッグ 160.50
14 小西 晋 ＹＵＩ ボーダーコリー 146.68
15 山崎 広重 レイジー ボーダーコリー 132.36
16 土居 誠 ノエル ボーダーコリー 128.55
17 平井 睦子・加藤 陽子 ジョイ ボーダーコリー 121.64
18 児玉 千春 ピノ ボーダーコリー 120.09
19 我妻 あや Ａｖｉｅ ボーダーコリー 114.36
20 荒木 勇希 ピスコ ボーダーコリー 110.55
21 髙柳 芳美 レジーナ ボーダーコリー 90.36
22 日高 千尋 ビッケ ボーダーコリー 88.18
23 鈴木 逸平 Ｑ太郎 ボーダーコリー 85.23
24 新井 哲雄 凛々 ボーダーコリー 80.27
25 亀井 昂・森 香織・松岡 憲孝 レックス ボーダーコリー 77.64
26 熊谷 康彦 はる ボーダーコリー 75.68
27 倉田 雅代 ぱんち ボーダーコリー 74.18
28 加藤 陽子 ＣＯＲＥ ボーダーコリー 73.45
29 西原 吉則 コービー ボーダーコリー 73.09
30 小野 智恵美 Ｂａｂｙ ラブラドールレトリバー 72.18
31 小林 彰浩 エルザ ボーダーコリー 68.86
32 丸山 忠 マーヤ ボーダーコリー 67.91
33 中村 都子 ここみ ボーダーコリー 66.09
34 堀内 清貴 ＳＵＣＲＥ（シュクル） ラブラドールレトリバー 65.45
35 岡部 成樹 ＡＲＩＥＳ ボーダーコリー 64.27
36 小林 彰浩 京 ボーダーコリー 64.00
37 市川 隆二・栄美 ゆき ボーダーコリー 61.27
38 高橋 恵美子 ジェイワン ブリタニースパニエル 61.09
39 山田 昭子 ココロ ボーダーコリー 59.82
40 案外 太郎 フラミンゴ オーストラリアンシェパード 55.27
41 松原 美香 ライア ボーダーコリー 54.18
42 浜川 信子 ウイード ボーダーコリー 49.64
43 北村 恭子 旺次郎 ボーダーコリー 49.45
44 鈴木 博起 ＤＤ ボーダーコリー 48.27
45 浜田 みつこ ウー ボーダーコリー 45.09
46 田部 環 ラビ ラブラドールレトリバー 44.09
47 緒方 清美 ＫＯＵＭＥ ボーダーコリー 43.73
48 河野 彰 こゆび ボーダーコリー 40.55
49 木原 真理子 ＳＯＬＡ ボーダーコリー 39.64
50 三浦 奈保子 ベガ ボーダーコリー 39.27
51 南場 弘司 パンジャ ボーダーコリー 38.59
52 新田 文子 ケイティー ボーダーコリー 38.18
53 永田 雄二 ビート ボーダーコリー 37.09
54 中村 陽一 ウッシー ボーダーコリー 34.55
55 髙橋 理雄 ペイタ ボーダーコリー 32.86
56 正木 初美 ヴィス All Japanese 30.73
57 山口 隆史 山（サン） ボーダーコリー 29.91
58 野村 登紀子 ちあ ストロングアイヘディングドッグ 29.27
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59 荻山 恵子 みゅう All Japanese 26.82
60 得永 喜恵子 ディール ボーダーコリー 25.91
61 遠山 真光 ラッキー ボーダーコリー 25.27
62 副田 康将 プリマドンナ ボーダーコリー 24.00
63 柿沼 友 ベンジー ボーダーコリー 23.64
64 吉本 英知 ほたる ボーダーコリー 21.64
65 阿部 孝治 Ｈａｒｕ（ハル） ラブラドールレトリバー 18.91
66 赤木 薫 ビショップ ボーダーコリー 18.55
67 河野 昭子 えくぼ ラブラドールレトリバー 17.82
68 中園 浩樹 アクビ ブリタニースパニエル 17.73
69 岩下 仁 ハチ 北海道犬 17.09
70 内藤 昌平 石松 ボーダーコリー 17.00
71 古木 雪 おうか ボーダーコリー 16.36
72 杉浦 ゆかり メイ ボーダーコリー 15.05
73 高橋 弘嗣 ＦＩＧＨＴ（ファイト） ボーダーコリー 14.91
74 常川 智恵子 ニコール ゴールデンレトリバー 11.64
75 竹藤 陽子 ナノ ボーダーコリー 11.45
76 村田 倫子 蓮 ボーダーコリー 10.18
76 比連崎 陽子 ピアノ ボーダーコリー 10.18
78 中澤 法子 メイ ボーダーコリー 9.82
79 原岡 奈美 のあ ボーダーコリー 8.73
79 秋山 英子 Ｂｅｔｔｙ（ベティー） ボーダーコリー 8.73
79 杉澤 一 アギー ボーダーコリー 8.73
82 横溝 敦子 シュガー ボーダーコリー 7.27
83 三浦 美紀 ファンシー ボーダーコリー 6.18
84 丸矢 えみ Ｍａｒｉａ ボーダーコリー 5.82
85 冨岡 健一郎 コロコロ ボーダーコリー 4.55
86 関口 京子 スパーキー ボーダーコリー 4.36
87 馬場 一志 ぼたん ボーダーコリー 3.45


