
2018 3度40cm

順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント

1 城子 良江 はな 柴 485.00
2 江上 哲文 ハッピー ミディアムプードル 446.91
3 永関 敦子・日高 千尋 Ｇｅｏｒｇｅ コッカプー 375.09
4 秋池 伸子 キャビン ミディアムプードル 358.55
5 藤川 浩彦 ティベリウス 柴 342.32
6 大瀧 雅寛・友里奈 アルーン シェットランドシープドッグ 212.73
7 前田 幹夫・永関 敦子 Ｃｈａｒ－Ｌｅｅ コッカプー 206.36
8 東條 由佳 よんとな ミニチュアシュナウザー 206.18
9 内藤 紀子 こまさ その他 201.82

10 増田 恵美 ベンジー ウェルシュテリア 201.09
11 佐藤 律子 ＡＬＥＸ シェットランドシープドッグ 193.59
12 柴崎 一代 ノワール ミニチュアプードル 186.55
13 吉本 英知・中西 萌 のの All Japanese 176.91
14 中野 広美 のりお ミニチュアプードル 165.09
15 坂井 てる美 ベンジャミン All Japanese 164.36
16 福島 綾 そら スキッパーキ 160.82
17 永江 春美 梨杏（りあん） シェットランドシープドッグ 159.05
18 兵藤 雅子 アイル シェットランドシープドッグ 158.41
19 天野 縁 ＭＯＯＳＥ All Japanese 146.00
20 藤野 扶季子 リュカ ミディアムプードル 130.55
21 髙橋 弥生 ランディー イタリアングレーハウンド 130.05
22 立花 和子 りぃず イングリッシュコッカースパニエル 129.09
23 神谷 理恵 あんず ジャックラッセルテリア 125.64
24 松井 俊憲 ローズ ボーダーコリー 124.18
25 濱野 千恵子 小次郎 シェットランドシープドッグ 124.09
26 松井 ひろ子 タク ミディアムプードル 120.73
27 山田 昭子 オーリー コイケルホンディエ 120.55
28 中西 萌 つき ミディアムプードル 109.45
29 飯村 弘子 こすもす シェットランドシープドッグ 105.73
30 臼井 くみ・山本 雅子 Ａｌｌｏｒｏ（アローロ） シェットランドシープドッグ 98.59
31 樋口 恵里子 リュウ シェットランドシープドッグ 97.45
32 宮﨑 実咲 時雨 シェットランドシープドッグ 95.64
33 臼井 賀子 Ｌｕｃｅ（ルーチェ） ミニチュアプードル 94.73
34 室田 明子 ＬＡＮＣＥＲ（ランサー） All Japanese 93.27
35 佐伯 康行・弘子 ＮＡＮＴＥＮ 柴 90.91
36 松本 義央 フレア トイ プードル 89.00
37 寺西 啓子・博 ヒューイ シェットランドシープドッグ 86.64
38 国方 文雄 はるか シェットランドシープドッグ 85.27
39 市村 陽子 クローバー ミディアムプードル 83.09
40 吉村 京子 夏生 シェットランドシープドッグ 83.09
41 飯田 直行・北 いづみ ブッチ コッカプー 76.27
42 国方 文雄・幸枝 しずく シェットランドシープドッグ 73.27
43 松井 ひろ子 ミリア ミニチュアプードル 71.82
44 田屋 秀美 Ｍｅｓｓｉ（メッシ） シェットランドシープドッグ 63.82
45 宮本 香里 Ｓａｓｈ ミニチュアピンシャー 62.18
46 大津 祐子 マロン シェットランドシープドッグ 60.55
47 大久保 敦也・順子 ＢＥＬＬＥ（ベル） シェットランドシープドッグ 50.73
48 福田 美佐子 仁 コイケルホンディエ 48.73
49 水谷 圭 陽明 トイ プードル 47.05
50 谷 和雄 Ｗｉｎｄｙ シェットランドシープドッグ 42.00
51 島田 浩二 ミケーレ イタリアングレーハウンド 38.36
52 神藤 由香 琴 All Japanese 31.64
53 橋本 祐三 サーブ ボーダーコリー 31.09
53 渡辺 孝 Ｑｏｏ（クー） ビーグル 31.09
55 大久保 順子 ＡＬＩＣＩＡ シェットランドシープドッグ 30.91
56 三木 えみ ポン太 All Japanese 30.55
57 竹内 裕子 美羽 シェットランドシープドッグ 28.36
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58 野寄 裕子 ラン ボーダーコリー 26.00
59 山口 美代子 迅（ジン） シェットランドシープドッグ 22.91
60 落合 功一 ぽん 柴 21.82
61 東方 郁子 ノア トイ プードル 16.36
62 森川 紀子 ＪＥＴ シェットランドシープドッグ 14.55
63 髙橋 洋子 虎太郎 ミニチュアプードル 13.91
64 石田 伸枝 リオウ ミニチュアプードル 11.64
65 永井 尉登 みいろ 柴 10.36
66 梅林 明紀 聖砂未 イングリッシュコッカースパニエル 10.18
67 田中 由梨 ｒｅｉｎｅ（レーヌ） ゴールデンドゥードル 9.27
68 桂 文子 レオ ビーグル 9.09
69 北村 恭子 善 柴 7.27
70 九鬼 麻実 レジア コイケルホンディエ 6.36
71 福家 恵子 Ｄｒ（デイアール） ミニチュアプードル 3.64
72 藤岡 桂子 黒豆与一郎 シェットランドシープドッグ 2.36


