
2019 3度60cm ～10月6日

順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント

1 大屋敷 啓代 丈 ボーダーコリー 292.23
2 森実 麻子 ルカ ラブラドールレトリバー 252.73
3 秋池 伸子 雅 ボーダーコリー 247.09
4 坂井 栄一 パディントン ボーダーコリー 244.18
5 吉川 博美・森嶋 基起・若林匡智 アールグレイド ボーダーコリー 244.09
6 古木 登 シオン ボーダーコリー 211.27
7 武田 章裕・土居 誠 くりん ストロングアイヘディングドッグ 203.27
8 小林 智恵子 亜美ちゃん ボーダーコリー 198.55
9 小野 智恵美・坂本 雅則 ベービー ラブラドールレトリバー 183.09

10 前田 幹夫・永関 敦子 Ｊｅａｎ－Ｌｅｅ ボーダーコリー 129.82
11 坂本 雅則 ＳＯＬ ボーダーコリー 128.27
12 藤崎 尚志・福子 オスカー ボーダーコリー 127.27
13 臼井 くみ・山本 雅子 Ｔｉｒａｍｉｓｕ（ティラミス） ボーダーコリー 119.86
14 古木 雪 おうか ボーダーコリー 114.18
15 奥平 良正 スペア・リブ ボーダーコリー 112.73
16 杉本 典子 ＭＯＡＮＡ ボーダーコリー 108.73
17 畠山 英子 ホマレ ボーダーコリー 105.82
18 金谷 晶子 Ｌｕｔｚ ベルジアンマリノア 103.27
19 大杉 尚毅 オリー（ｏｌｌｉｅ） ボーダーコリー 103.09
20 中野 貴史 まさる ボーダーコリー 102.91
21 髙橋 理雄 プッチ ボーダーコリー 99.64
22 藤崎 尚志 剣（つるぎ） ボーダーコリー 98.18
23 磯脇 千景 ＺＥＴ ボーダーコリー 96.91
24 中園 浩樹 ウルソン ブリタニースパニエル 92.73
25 杉本 典子 ＭＡＨＡＬＯ ボーダーコリー 92.00
26 我妻 あや Ａｖｉｅ ボーダーコリー 89.82
27 山本 雅子 鉄Ｐｅｎ ボーダーコリー 86.55
28 谷 亜佐美 葵 ストロングアイヘディングドッグ 84.18
29 神藤 由香 陸空（りく） ニュージーランドヘディングドッグ 78.18
30 小島 幸子 ねぎま ボーダーコリー 71.09
31 長嶋 こずえ ダリア ボーダーコリー 69.45
32 塘 美幸 ライラプス ラブラドールレトリバー 64.73
33 小尾 明子 グレース ワイマラナー 63.45
34 渡邊 央剛 嵐雅（ランガ） ボーダーコリー 47.09
35 副田 姫佳 プリマドンナ ボーダーコリー 44.55
36 内藤 昌平 石松 ボーダーコリー 43.09
37 村田 貴己 ＲＡＩＮＥＹ ラブラドールレトリバー 40.00
38 安藤 貴子 ガブ ベルジアンマリノア 39.64
39 宮﨑 大治郎 フレアー ボーダーコリー 35.82
40 秋元 三枝子 ルーク ラフコリー 34.00
41 松岡 裕子 バンビ ボーダーコリー 32.73
42 若林 匡智 かんな ボーダーコリー 31.45
43 南場 弘司 ガンプ ボーダーコリー 31.27
44 大塚 和美 ドキン ボーダーコリー 26.55
45 伊藤 百合子 ウルト ゴールデンドゥードル 24.73
46 宮﨑 美和子 セラフィー ボーダーコリー 23.68
47 宇佐見 万里江 輪舞曲（ロンド） ボーダーコリー 23.64
48 山下 智子 キャンディ ラブラドールレトリバー 22.91
49 渡辺 京子 悟空 ボーダーコリー 20.09
50 江原 輝之 サンサーラ ボーダーコリー 20.00
51 寺田 浩二 キュート ジャーマンシェパード 18.68
52 得永 喜恵子 ディール ボーダーコリー 14.55
53 楠見 義一 でーぶ ベルジアンマリノア 14.55
54 板見 知明 ルーク ボーダーコリー 14.00
55 川原崎 仁孝 和 ボーダーコリー 8.91
56 加藤 陽子 ＯＯＰＳ ボーダーコリー 7.27
57 原田 光一 ＪＵ－ＫＥ ボーダーコリー 7.09
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58 金谷 昌子 Ｌｕｔｚ ベルジアンマリノア 6.36
59 石原 雅彦 ウィル ワイマラナー 4.91
60 林 浩平 アスラン オーストラリアンシェパード 3.27
61 長谷川 尚明 まいら ボーダーコリー 1.36


