
2017 3度ミニ (P)

順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント

1 田口 緑 ジュリア シェットランドシープドック 213.41
2 九鬼 麻実 風流（ふうる） ウエストハイランドホワイトテリア 200.73
3 廣藤 蓉子 ピピ トイ プードル 193.68
4 井澤 みどり マロン シーズー 184.73
5 大星 美香 小夏 パピヨン 168.36
6 信田 智佳子 プリオ トイ プードル 154.77
7 森川 紀子 Ｌ パピヨン 127.27
8 峯野 由紀 レディ ジャックラッセルテリア 112.18
9 上田 恵子 くろまめ カニンヘンダックスフンド 97.36

10 森 やすよ あゆ ウェルシュコーギーペンブローク 95.27
11 市川 千佳 ひな ウェルシュコーギーペンブローク 95.05
12 田中 美香 まぐま トイプードル 86.91
13 島田 悦子 なると ミニチュアピンシャー 80.18
14 津守 渉 めい キャバリアキングチャールズスパニエル 79.64
15 大庭 雅代 セラ ジャックラッセルテリア 78.18
16 山根 真理子 いちご トイ プードル 69.91
17 香月 洋子 バンバン ノーフォークテリア 67.36
18 田口 弥生 ＪＪ（ジェイジェイ） チワワ 65.45
19 瀬川 清文 ミミ ジャックラッセルテリア 59.27
20 越水 弓子 ひまわり ジャックラッセルテリア 59.18
21 脇 厚子 まろん All Japanese 52.91
22 久和原 由香 レノ ミニチュアシュナウザー 51.45
23 佐野 しのぶ カツオ ミニチュアダックスフンド 49.45
24 前地 香世子 はな ヨークシャーテリア 41.82
25 吉田 英之 ミク トイプードル 39.36
26 長谷川 絹代・寿子 つくし トイ プードル 38.68
27 久美田 博和 らん トイ プードル 38.36
28 池田 雅昭 ガッシュ ミニチュアダックスフント 36.73
29 山田 真弓 菜々 パピヨン 28.73
30 小早川 義尚 のん ウェルシュコーギーカーディガン 25.73
31 藤谷 麻子 ケンタロウ ケアーンテリア 25.27
32 越水 弓子 あんこ ミニチュアダックスフント 25.09
33 藤岡 桂子 白足袋小十郎 ウェルシュコーギーペンブローグ 24.55
34 石井 良枝 かな スコティッシュテリア 22.91
35 柴崎 一代 ソフィー トイ プードル 21.82
36 佐野 真理子 くろべぇ チワワ 19.27
37 日下 英俊 ディーノ パピヨン 18.00
38 三好 舞実子 ヴァボア トイプードル 17.27
39 池田 理恵 ティオ ミニチュアダックスフント 17.09
40 佐野 真理子 ショコラ トイ プードル 15.32
41 矢野 秀典 ちくわ ミニチュアダックスフンド 14.73
42 頃末 久美子 チャイナ パピヨン 14.55
43 永島 美智子 ショウ ミニチュアダックスフンド 13.82
44 杉山 敦子 レイラ ジャックラッセルテリア 13.64
45 小玉 真由美 ぺこら All Japanese 13.18
46 菊地 高之 コナ ジャックラッセルテリア 12.00
46 佐野 しのぶ ＹＵＺＵ（ユズ） ミニチュアダックスフンド 12.00
48 小原 幸枝 ありす ウェルシュコーギーペンブローク 9.82
49 椿原 勉 レオ ジャックラッセルテリア 7.27
50 小甲 麻由美 いちご All Japanese 6.55
51 山下 智子 クッキー ウェルシュコーギーペンブローク 6.00
52 岡田 準子 アンナ ジャックラッセルテリア 5.82
53 小澤 みゆき シュー トイ プードル 4.64
54 山崎 惠子 ルネ トイ プードル 2.18


