
2018 3度35cm

順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント

1 内藤 昌志 ＡＭＩ（アミ） ミニチュアシュナウザー 451.82
2 三田村 まどか しんのすけ All Japanese 445.18
3 長谷川 美穂 Ｍｅｒｉａ  MIX 341.55
4 藤川 浩彦・裕子 Ｖｉｐｓａｎｉａ 柴 290.45
5 白松 和豊 ヘザーアンジュリーク ムーディ 266.86
6 大瀧 雅寛・友里奈 スック シェットランドシープドッグ 260.73
7 佐藤 孝 太郎 柴 235.45
8 宮本 香里 Ｉｖｙ ミニチュアアメリカンシェパード 216.36
9 菊池 知美 はかせ ジャックラッセルテリア 215.09

10 西脇 靖子 敦士 トイ プードル 206.55
11 佐藤 晴香 あんじー シェットランドシープドッグ 203.82
12 中山 礼子 カラ トイ プードル 191.82
13 白澤 奈緒美 れお ジャックラッセルテリア 191.41
14 芹澤 真理 絢太（けんた） ミニチュアピンシャー 187.82
15 谷 亜佐美 ちはる シェットランドシープドッグ 162.00
16 荒川 幸代 サン ミニチュアピンシャー 160.41
17 下川 徹 コリン アメリカンコッカースパニエル 143.27
18 秋池 伸子 クール ミニチュアプードル 142.18
19 菊池 覚美 ルナ All Japanese 123.64
20 東方 郁子・南場 弘司 ルナ コッカプー 117.09
21 山田 香 ルンバ 柴 111.45
22 宮本 香里 Ｓａｓｈ ミニチュアピンシャー 102.36
23 佐藤 由紀 シィ シェットランドシープドッグ 96.36
24 岸野 範子 コニー ミニチュアプードル 91.73
25 恵面 由紀子 ミルキー ミニチュアシュナウザー 88.00
26 小室 眞智子 ラック トイ プードル 84.00
27 三浦 明子 デイジー ミニチュアシュナウザー 82.91
28 小山 秀穂 サーフ ジャックラッセルテリア 68.23
29 飯田 直行・北 いづみ プー太郎 コッカプー 62.27
30 落合 功一 かん 柴 60.73
31 渡辺 芳之 キキ ミニチュアプードル 60.36
32 松岡 絵理奈 コロ助 ケアーンテリア 59.64
33 中務 恵子 Ｖａｇｕｅ（ヴァーグ） ミニチュアシュナウザー 58.91
34 加藤 里佳 グラン シェットランドシープドッグ 56.36
35 島田 有紀子 ムーム All Japanese 51.27
36 田辺 文一 Ｌｕｃｋ トイ プードル 50.91
37 江上 勲 レモン ミニチュアプードル 50.55
38 吉田 亮 すもも スキッパーキ 47.27
39 田中 美子 ＵＲＩＢＯＯ トイ プードル 42.91
40 高倉 治美 ココア ミニチュアシュナウザー 42.73
41 山本 美奈子 ぷーすけ トイ プードル 34.36
42 向本 彩子 ごま 柴 29.64
43 久和原 剛 ジャン・ケン・ジョニー トイ プードル 28.18
43 福島 綾 あんず スキッパーキ 28.18
45 田口 緑 ミリア シェットランドシープドッグ 24.18
46 亀井 麻由 ベンジー その他 23.64
47 阿久津 実里 メイプル ジャックラッセルテリア 21.09
48 佐藤 孝也 飛鷹 ウェルシュコーギーカーディガン 20.73
48 斉藤 恵子 チータ シェットランドシープドッグ 20.73
50 武田 巳鶴 てんこ ミニチュアピンシャー 18.18
51 増井 龍一 アレック シェットランドシープドッグ 17.09
52 花澤 早織 モコ トイ プードル 16.73
53 籾山 絵理 てと その他 16.36
54 棚橋 一貴 ＩＬ トイ プードル 13.82
55 坂本 雪江 ポッキー ビーグル 10.91
56 渡辺 孝 Ｑｏｏ（クー） ビーグル 10.91
57 肥後 朋子 梅子 All Japanese 9.36
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58 加藤 隆子 バディ ミニチュアシュナウザー 8.18
59 岩永 清子 ぱある ミニチュアプードル 6.55
59 畠中 木綿子 穹（きゅう） ミニチュアシュナウザー 6.55
61 藤田 美津子 ボリス トイ プードル 5.82
62 林 美帆 笑む ミニチュアシュナウザー 3.64


