
2017 40cmMini

順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント

1 秋池 伸子 キャビン ミディアムプードル 252.68
2 藤川 浩彦 ティベリウス 柴 196.59
3 三田村 まどか しんのすけ All Japanese 193.64
4 渡辺 芳之 キキ ミニチュアプードル 181.09
5 福家 恵子 Ｄｒ（ディアール） ミニチュアプードル 135.36
6 城子 良江 はな 柴 130.36
7 永関 敦子 Ｇｅｏｒｇｅ コッカプー 123.36
8 長谷川 美穂 Ｍｅｒｉａ（メリア） All Japanese 113.00
9 前田 幹夫・永関 敦子 Ｃｈａｒ－Ｌｅｅ コッカプー 111.18

10 増田 恵美 ベンジー ウェルシュテリア 107.91
11 中野 広美 のりお ミニチュアプードル 87.55
12 小松 宏之 響 ミニチュアプードル 79.18
13 谷 亜佐美 ちはる シェットランドシープドッグ 78.09
14 中西 萌 つき ミディアムプードル 73.68
15 森川 紀子 ＪＥＴ シェットランドシープドッグ 73.41
16 江上 哲文 ハッピー ミディアムプードル 69.18
17 市村 陽子 クローバー ミディアムプードル 65.64
18 江上 勲 レモン ミニチュアプードル 55.77
19 西脇 靖子 敦士 トイ プードル 55.27
20 松井 ひろ子 ミリア ミニチュアプードル 54.09
21 藤野 扶季子 リュカ ミディアムプードル 53.50
22 筒井 裕司 バーディー トイプードル 42.82
23 天野 縁 ＭＯＯＳＥ All Japanese 41.09
24 臼井 賀子 Ｌｕｃｅ（ルーチェ） ミニチュアプードル 32.73
25 菊池 覚美 ルナ All Japanese 31.36
26 恵面 由紀子 ミルキー ミニチュアシュナウザー 30.00
27 小松 恵美子 タンゴ トイ プードル 28.36
28 石田  伸枝 リオウ ミニチュアプードル 26.18
29 坂本 雅則 ＵＲＩＢＯＯ トイプードル 20.95
30 加藤 里佳 グラン シェットランドシープドッグ 20.73
31 白松 和豊 ヘザーアンジュリーク ムーディ 20.09
32 福田 美佐子 仁 コイケルホンディエ 18.00
33 坂井 てる美 ベンジャミン All Japanese 17.91
34 中務 恵子 Ｖａｇｕｅ ミニチュアシュナウザー 17.64
35 大瀧 雅寛 アルーン シェットランドシープドッグ 16.36
36 白澤 奈緒美 れお ジャックラッセルテリア 14.55
37 小山 秀穂 サーフ ジャックラッセルテリア 13.64
38 海野 真由美 メトロ ミニチュアプードル 13.09
39 東條 由佳 よんとな ミニチュアシュナウザー 12.73
40 佐伯 康行・弘子 ＮＡＮＴＥＮ 柴 12.36
41 藤岡 桂子 黒豆与一郎 シェットランドシープドッグ 12.00
42 樋口 恵里子 リュウ シェットランドシープドッグ 9.09
43 三好 舞実子 Ｖｅｓｐｅｒ（ヴェスパー） シェットランドシープドッグ 9.00
44 小島 幸子 つくね ビーグル 8.73
44 神藤 由香 琴 All Japanese 8.73
46 臼井 くみ Ａｌｌｏｒｏ（アローロ） シェットランドシープドッグ 8.59
47 髙橋 裕美子 はな ボーダーコリー 7.27
48 児玉 アキ イブ ジャックラッセルテリア 7.09
49 岩永 清子 ぱぁる ミニチュアプードル 6.55
50 大瀧 雅寛 スック シェットランドシープドッグ 5.45


