
2018 3度50cm

順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント

1 寺西 博・啓子 アリス ボーダーコリー 358.91
2 工藤 恵利子 Ｓｕｅｓｉｅ（スージー） ボーダーコリー 343.77
3 屋代 寿恵 かん太 ボーダーコリー 300.95
4 島田 幸平・竹腰 真由美 らて シェットランドシープドッグ 297.59
5 柏木 真理子 ＰＩＥＳＰＯＲＴ ボーダーコリー 223.18
6 佐藤 晴香 えみにー ボーダーコリー 195.64
7 新田 文子 いなずま ボーダーコリー 190.91
8 井内 芽里 なっちゃん ボーダーコリー 186.00
9 徳田 美奈子 ニキ ボーダーコリー 151.45

10 漆原 瑞 リープ ブリタニースパニエル 146.18
11 坪内 章希子 マリン ボーダーコリー 143.86
12 三浦 裕子 Ｌｉｌｌｉｅ ボーダーコリー 134.77
13 藤枝 哲也 心花 ボーダーコリー 128.73
14 松澤 努 ＤＥＫＯ オーストラリアンケルピー 114.36
15 横山 実佐緒 里梨（りりん） ボーダーコリー 111.36
16 北尾 修一 Ｔｓｈｕ　β ボーダーコリー 106.82
17 田中 美子 苺 ボーダーコリー 94.36
18 森 香織 雅 ボーダーコリー 87.82
19 大坪 美紀 リノ ボーダーコリー 84.05
20 吉本 駿・英知 ほたる ボーダーコリー 68.73
21 渡辺 久美子 ＡＮＮＩＥ  MIX 61.50
22 新田 文子 ケイティ ボーダーコリー 58.18
23 村田 倫子 ジェームス ボーダーコリー 56.18
24 新井 真司 カルア オーストラリアンケルピー 55.59
25 三浦 美紀 Ｃｈｉｃｏ＇ｌｅｎａ（ちこ） ボーダーコリー 46.00
26 松岡 直子 ブランビー オーストラリアンケルピー 43.64
27 萩尾 久美子 ミランダ ボーダーコリー 43.55
28 今井 美奈子 エナジー ボーダーコリー 42.73
29 鹿野 寛哉 柳（りゅう） ボーダーコリー 39.82
30 松田 尚美 ＡＬＯＨＡ ボーダーコリー 36.36
31 若井 美尚 弁天 ボーダーコリー 33.82
32 鈴木 逸平 Ｑ太郎 ボーダーコリー 32.55
33 内藤 寿子 Ｒｉｒｅ（リール） ボーダーコリー 30.18
34 馬場 一志 ぼたん ボーダーコリー 27.27
35 渡辺 京子 花菜多 ボーダーコリー 24.36
36 松田 海 ちゃむ ボーダーコリー 23.64
37 横溝 敦子 シュガー ボーダーコリー 22.91
38 長崎 透 まい花 ボーダーコリー 22.00
39 小西 晋 ＮＡＮＡ ボーダーコリー 20.00
40 津守 渉 はな ボーダーコリー 18.36
41 赤林 尚子 ウラン ボーダーコリー 17.82
42 三好 舞実子 ウォッカ ボーダーコリー 16.73
43 森田 正章 ブント オーストラリアンシェパード 16.55
44 鈴木 愛子 ビスコ ボーダーコリー 15.27
45 大寺 那英 クレア ボーダーコリー 13.64
46 木原 真理子 すず ボーダーコリー 9.82
47 遠藤 由香 ゆず ボーダーコリー 9.14
48 水田 ひとみ あずき ボーダーコリー 8.73
49 河合 津奈恵 優愛華（ゆめか） ボーダーコリー 6.55
50 宮田 静香 バディ ボーダーコリー 3.27
50 山口 隆史 山（サン） ボーダーコリー 3.27


