
2019 3度55cm ～10月6日

順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント

1 堀内 利恵子 ＥＣＲＵ ラブラドールレトリバー 306.36
2 籾山 絵理 Ｚｏｅｙ（ゾーイ） ボーダーコリー 257.55
3 田辺 一賢 ウンピョウ ボーダーコリー 256.77
4 増子 征美 チップ ボーダーコリー 243.95
5 堀内 清貴・利恵子 ＳＵＣＲＥ ラブラドールレトリバー 198.23
6 岩瀬 幸子 ＮＡＬＵ（ナルー） ボーダーコリー 193.32
7 山田 昭子 ココロ ボーダーコリー 193.18
8 山本 雅子 鉄Ｐｅｎ ボーダーコリー 193.00
9 田村 千雪 デイジー アイリッシュテリア 158.82

10 木原 真理子・吉本英知 ＳＯＬＡ ボーダーコリー 148.55
11 谷 亜佐美 楓 ストロングアイヘディングドッグ 140.55
12 大隈 智美 ちる ボーダーコリー 131.27
13 鈴木 千香子 虎狛 All Japanese 126.36
14 田辺 一賢 ハウ ボーダーコリー 125.82
15 佐々原 竜河 椛（もみじ） オーストラリアンシェパード 120.45
16 大屋敷 啓代 一歩 ニュージーランドヘディングドッグ 111.64
17 平井 睦子 ジョイ ボーダーコリー 108.73
18 高橋 恵美子 ジェイワン ブリタニースパニエル 105.45
19 小西 晋 ＹＵＩ ボーダーコリー 102.73
20 山本 雅子 Ｐｏｅｐａｚｚ（ポゥ） ボーダーコリー 102.55
21 小林 彰浩 京 ボーダーコリー 102.36
22 内藤 昌平 石松 ボーダーコリー 99.82
23 杉澤 一 アギー ボーダーコリー 96.36
24 髙栁 芳美 レジーナ ボーダーコリー 96.18
25 磯脇 千景 ＺＥＴ ボーダーコリー 94.73
26 三浦 美紀 ソレディア ボーダーコリー 92.00
27 野村 登紀子 ちあ ストロングアイヘディングドッグ 83.82
28 松岡 裕子 バンビ ボーダーコリー 81.64
29 宇山 久美子 出雲 ボーダーコリー 81.09
30 岸本 和人 山女 ボーダーコリー 76.18
31 山瀬 輝明 オレオ ボーダーコリー 72.00
32 児玉 千春 ピノ ボーダーコリー 62.55
33 長嶋 こずえ ダリア ボーダーコリー 54.73
34 荒木 和江 ルアン ブリタニースパニエル 50.00
35 荒川 裕子 ラピュタ ボーダーコリー 47.64
36 岡 愛 ＳＩＭＢＡ ボーダーコリー 45.27
37 阿部 孝治 Ｈａｒｕ（ハル） ラブラドールレトリバー 44.73
38 関口 京子 スパーキー ボーダーコリー 42.55
39 中園 晶子 アクビ ブリタニースパニエル 40.91
40 鈴木 博起 ＤＤ ボーダーコリー 39.82
41 中澤 克彦 メイ ボーダーコリー 39.00
42 曽我 範子 蘭 ブリタニースパニエル 37.91
43 北村 恭子 旺次郎 ボーダーコリー 37.27
44 松原 美香 さらら ボーダーコリー 36.00
45 吉本 英知 ＳＯＬＡ ボーダーコリー 35.64
46 河野 彰 こゆび ボーダーコリー 35.45
47 江原 博美 光 ボーダーコリー 34.91
48 冨岡 健一郎 レイ ボーダーコリー 30.55
49 長谷川 尚明 まいら ボーダーコリー 27.82
50 高橋 由美子 夢 ボーダーコリー 27.73
51 山下 智子 キャンディ ラブラドールレトリバー 22.18
52 増田 美穂子 味醂 ラブラドールレトリバー 20.36
52 鈴木 博起 ＥＺ ボーダーコリー 20.36
54 佐藤 晴香 えみにー ボーダーコリー 20.00
55 新井 哲雄 凛々 ボーダーコリー 18.91
56 谷田 佐地子 マーボー ボーダーコリー 18.73
57 古野 智子 ｓｏｕｌ　ｓｉｓｔｅｒ ボーダーコリー 17.45
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58 北 いづみ リタ ボーダーコリー 17.27
59 石原 恭子 サクラ ボーダーコリー 14.00
60 浜川 信子 ウィード ボーダーコリー 12.36
61 川島 希理子 りお その他 12.36
62 西原 吉則 コービー ボーダーコリー 11.45
63 柿沼 友 ベンジー ボーダーコリー 10.91
64 鈴木 千香子 鉄平 All Japanese 9.09
65 原岡 奈美 のあ ボーダーコリー 5.82
65 大坪 美紀 リノ ボーダーコリー 5.82
67 紅粉 幹代 すみれ ボーダーコリー 4.91
68 阿部 彩香 リュース ボーダーコリー 4.00
69 市川 隆二 ゆき ボーダーコリー 3.09


