
2019 3度35cm ～10月6日

順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント

1 三田村 まどか しんのすけ All Japanese 306.27
2 長谷川 美穂 Ｍｅｒｉａ MIX 282.18
3 佐藤 晴香 あんじー シェットランドシープドッグ 277.36
4 内藤 昌志 ＡＭＩ（アミ） ミニチュアシュナウザー 256.18
5 宮本 香里 Ｉｖｙ ミニチュアアメリカンシェパード 175.82
6 佐藤 孝 太郎 柴 161.55
7 中山 礼子 カラ トイ プードル 156.41
8 岸野 範子 コニー ミニチュアプードル 154.36
9 下川 徹 コリン アメリカンコッカースパニエル 147.45

10 佐藤 由紀 シィ シェットランドシープドッグ 146.73
11 大瀧 雅寛・友里奈 スック シェットランドシープドッグ 142.32
12 菊池 覚美 ルナ All Japanese 141.14
13 恵面 由紀子 ミルキー ミニチュアシュナウザー 139.82
14 藤川 浩彦 Ｖｉｐｓａｎｉａ 柴 139.32
15 芹澤 真理 絢太（けんた） ミニチュアピンシャー 133.50
16 山田 香 ルンバ 柴 130.00
17 西脇 靖子・金政 かおり 敦士 トイ プードル 124.27
18 落合 功一 かん 柴 101.82
19 田口 緑 ミリア シェットランドシープドッグ 98.05
20 谷 亜佐美 ちはる シェットランドシープドッグ 79.27
21 井上 理子 寅次郎 トイ プードル 66.36
22 白松 和豊 ヘザーアンジュリーク ムーディ 64.00
23 江上 勲 レモン ミニチュアプードル 63.09
24 飛田 由美子 ステラ コイケルホンディエ 54.00
25 中務 恵子 Ｖａｇｕｅ（ヴァーグ） ミニチュアシュナウザー 48.82
26 花澤 早織 モコ トイ プードル 37.82
27 田辺 文一 Ｌｕｃｋ トイ プードル 37.09
28 宮本 香里 Ｓａｓｈ ミニチュアピンシャー 36.36
29 荒川 幸代 サン ミニチュアピンシャー 35.18
30 田中 美子 ＵＲＩＢＯＯ トイ プードル 34.73
31 東方 郁子 ルナ コッカプー 32.73
32 菊池 知美 はかせ ジャックラッセルテリア 31.64
33 松岡 絵理奈 コロ助 ケアーンテリア 30.77
34 藤田 美津子 ボリス トイ プードル 28.73
35 秋葉 聡美 ひなた スキッパーキ 28.36
36 畠中 木綿子 穹（きゅう） ミニチュアシュナウザー 27.82
37 鈴木 泰子 キャンディ ジャックラッセルテリア 25.68
38 小山 秀穂 サーフ ジャックラッセルテリア 22.64
39 新村 志保子 ルフト ミニチュアシュナウザー 21.36
40 渡辺 芳之 キキ ミニチュアプードル 19.64
41 肥後 朋子 梅子 All Japanese 19.27
42 加藤 隆子 バディ ミニチュアシュナウザー 17.59
43 筒井 裕司 バーディー トイ プードル 17.45
44 橋本 升美 エルザ ミニチュアプードル 16.91
45 籾山 絵理 てと コッカプー 16.86
46 久和原 剛 ジャン・ケン・ジョニー トイ プードル 16.36
47 加集 愛子 アパパネ シェットランドシープドッグ 15.27
48 飯田 直行 プー太郎 コッカプー 15.27
49 阿久津 実里 メイプル ジャックラッセルテリア 7.64
50 長崎 唯実加 ごるご トイ プードル 7.27
51 三津井 政成 大地 ウェルシュコーギーペンブローク 6.55


