
2018 40cmMini

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 406.41
2 長谷川 美穂 Ｍｅｒｉａ MIX 262.00
3 大瀧 雅寛・友里奈 アルーン シェットランドシープドッグ 261.45
4 江上 哲文 ハッピー ミディアムプードル 257.45
5 永関 敦子 Ｇｅｏｒｇｅ コッカプー 249.73
6 秋池 伸子 キャビン ミディアムプードル 248.55
7 城子 良江 はな 柴 211.64
8 中野 広美 のりお ミニチュアプードル 203.27
9 大瀧 雅寛・友里奈 スック シェットランドシープドッグ 189.55

10 渡辺 芳之 キキ ミニチュアプードル 184.14
11 藤川 浩彦 ティベリウス 柴 179.41
12 白松 和豊 ヘザーアンジュリーク ムーディ 147.64
13 森川 紀子 ＪＥＴ シェットランドシープドッグ 142.09
14 前田 幹夫 Ｃｈａｒ－Ｌｅｅ コッカプー 136.73
15 増田 恵美 ベンジー ウェルシュテリア 130.00
16 中西 萌 つき ミディアムプードル 97.00
17 東條 由佳 よんとな ミニチュアシュナウザー 85.50
18 宮本 香里 Ｉｖｙ ミニチュアアメリカンシェパード 85.18
19 松井 ひろ子 ミリア ミニチュアプードル 83.59
20 西脇 靖子 敦士 トイ プードル 83.00
21 恵面 由紀子 ミルキー ミニチュアシュナウザー 82.18
22 福家 恵子 Ｄｒ（デイアール） ミニチュアプードル 73.82
23 松井 ひろ子 タク ミディアムプードル 73.00
24 藤野 扶季子 リュカ ミディアムプードル 71.73
25 飯村 弘子 こすもす シェットランドシープドッグ 69.59
26 臼井 賀子 Ｌｕｃｅ（ルーチェ） ミニチュアプードル 58.91
27 加藤 里佳 グラン シェットランドシープドッグ 58.18
28 鈴木 美喜 宇宙（そら） トイ プードル 53.50
29 江上 勲 レモン ミニチュアプードル 49.36
30 大久保 敦也 ＢＥＬＬＥ（ベル） シェットランドシープドッグ 45.64
31 佐藤 律子 ＡＬＥＸ シェットランドシープドッグ 45.45
32 樋口 恵里子 リュウ シェットランドシープドッグ 42.36
33 宮﨑 実咲 時雨 シェットランドシープドッグ 36.91
34 三田村 まどか しんのすけ All Japanese 36.27
35 天野 縁 ＭＯＯＳＥ All Japanese 35.09
36 田中 美子 ＵＲＩＢＯＯ トイ プードル 33.27
37 佐伯 康行・弘子 ＮＡＮＴＥＮ 柴 33.09
38 福島 綾 そら スキッパーキ 27.64
39 菊池 覚美 ルナ All Japanese 23.14
40 中山 礼子 カラ トイ プードル 22.18
41 市村 陽子 クローバー ミディアムプードル 20.36
41 小山 喜代美 サーフ ジャックラッセルテリア 20.36
41 大久保 順子 ＡＬＩＣＩＡ シェットランドシープドッグ 20.36
44 坂井 てる美 ベンジャミン All Japanese 19.91
45 村田 ひとみ 学（ガク） ビーグル 18.91
46 白澤 奈緒美 れお ジャックラッセルテリア 17.09
47 三好 舞実子 ヴェスパー シェットランドシープドッグ 16.73
48 福田 美佐子 仁 コイケルホンディエ 16.36
49 菊池 知美 はかせ ジャックラッセルテリア 15.27
50 谷 亜佐美 ちはる シェットランドシープドッグ 13.09
51 岸野 範子 コニー ミニチュアプードル 11.36
52 岩永 清子 ぱある ミニチュアプードル 9.09
53 中務 恵子 Ｖａｇｕｅ（ヴァーグ） ミニチュアシュナウザー 8.18
54 谷 和雄 Ｗｉｎｄｙ シェットランドシープドッグ 6.36


