
2012 A-1 OPDES AGILITY AWARD　　≪１度　40cmクラス≫

順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント
1 東方 郁子・岩本 豊 ルナ コッカプー 133.77
2 辻本 恵子 ＧＲＡＣＥ（グレイス） イングリッシュコッカースパニエル 110.91
3 清水 京子 エルデ ジャックラッセルテリア 110.64
4 常信 麻紀子 良曲（りょうま） イタリアン・グレーハウンド 109.45
5 白澤 奈緒美 れお ジャックラッセルテリア 105.55
6 吉村 京子 夏生（カイ） シェットランドシープドッグ 103.64
7 宇佐美 和宏 一星（イッセイ） ミニチュアプードル 94.00
8 渡辺 芳之 キキ ミニチュアプードル 86.82
9 町山 佳彦 ライナ シェットランド・シープドッグ 84.91
10 楠 美佐恵 タオ コイケルホンディエ 76.36
11 小室 眞智子 ラック トイ プードル 74.36
12 大瀧 雅寛 スック シェットランドシープドッグ 64.18
13 城子 良江 はな 柴 61.14
14 飯田 直行・北 いづみ ブッチ All Japanese 57.23
15 児玉 アキ イブ ジャックラッセルテリア 56.32
16 飯田 直行・北 いづみ プー太郎 All Japanese 56.09
17 松井 ひろ子 ミリア プードル 53.68
18 臼井 くみ Ａｌｌｏｒｏ（アローロ） シェットランドシープドッグ 45.64
19 大場 聖子 リズモ ビーグル 45.64
20 山田 香 ルンバ 柴 45.55
21 山田 真弓 ティアラ シェットランドシープドッグ 45.09
22 平林 多喜子 ＰＥＫＯ（ペコ） ビーグル 44.36
23 蔭本 さおり ベルナ イタリアングレーハウンド 43.27
24 髙橋 さやか ハール コイケルホンディエ 40.00
25 向本 彩子 らんらん 柴 37.91
26 佐々木 美穂 リュウ 柴 37.59
27 梶川 恵子 ひな シェットランドシープドッグ 36.00
28 蓮沼 起代 ビバーチェ シェットランドシープドッグ 34.91
29 柴 恵子 アクア シェットランドシープドッグ 32.00
29 木曽 愛子 イッセイ キャバリアキングチャールズスパニエル 32.00
31 芹澤 真紀 疾風 ミニチュアピンシャー 29.73
32 佐々木 直美 小次郎 柴 29.18
33 鈴木 文子 リー ミディアムプードル 28.64
34 齋藤 晴美 ルカ ボストンテリア 28.00
35 矢後 倫美 モモコ All Japanese 27.41
36 竹内 龍一 ユウ ミニチュアプードル 26.36
37 田中 邦子 ルーク シェットランドシープドッグ 26.18
38 福田 美佐子 仁（ジン） コイケルホンディエ 25.45
39 市村 陽子 クローバー トイ プードル 23.64
39 大越 知子 マロン イングリッシュスプリンガースパニエル 23.64
41 武田 章裕 てんこ ミニチュアピンシャー 21.82
42 多田 恵理子 ピッピ トイ プードル 21.64
43 大澤 洋子 アイ シェルティ 20.91
44 山田 敏一 タンゴ 柴 20.45
45 坂井 てる美 ベンジャミン All Japanese 20.36
46 佐藤 絵里 アンジー シェットランドシープドッグ 20.00
46 砂森 聡 ボン ジャックラッセルテリア 20.00
48 中郷 直子 ベリー ビーグル 17.55
49 佐野 真理子 ぷー ジャックラッセルテリア 16.64
50 山田 昭子 オーリー コイケルホンディエ 16.36
51 宮川 直子 メーテル ミニチュアシュナウザー 16.00
52 藤原 櫻胡 葵（あおい） イタリアングレーハウンド 14.91
53 松本 亜由美 パセリ All Japanese 14.73
54 秋山 英子 ｖｉｖｉ ボーダーコリー 14.55
54 大野 肇 オグリ シェルティ 14.55
56 千葉 早苗 カブ ジャックラッセルテリア 13.64



57 西脇 靖子 敦士 トイ ・プードル 13.18
58 豊田 正恵 ラブ ビーグル 13.09
59 岡田 安紀子 ジェニー プードル 12.73
60 神藤 由香 琴（こと） All Japanese 12.27
61 秋元 浩美 ダリア シェットランドシープドッグ 12.18
62 山口 有紀子 ラッシュ シェットランドシープドッグ 12.00
63 早川 瑞彩 イヴ All Japanese 11.45
64 上田 薫 寅次 All Japanese 11.27
65 寺島 大蔵 たっく ミニチュアプードル 11.05
65 蓬郷 泰宏 蓬郷ピノ ジャックラッセルテリア 11.05
67 豊田 隆昌 アレックス ビーグル 9.82
68 尾崎 広利 Ｂｏｌｔ アメリカン・コッカー・スパニエル 9.73
69 谷 和雄 シルフィー イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル 9.32
70 南田 幸廣 アスカ ビーグル 8.18
71 飯田 洋子 モジ ジャックラッセルテリア 8.00
72 金田 千歳 ベッキー イングリッシュコッカースパニエル 7.27
72 平川 ひさよ 日向（ひゅう） シェットランド・シープドッグ 7.27
74 小林 ひろみ ピース ジャックラッセルテリア 7.09
75 永井 みさ ポム トイ プードル 6.82
76 高本 倫枝 ユンタ ジャックラッセルテリア 6.55
77 吉田 亮 すもも スキッパーキ 5.45
78 黒田 さゆり てつ トイ プードル 4.77
79 新井 哲雄 ヒメ トイ プードル 4.73
80 田辺 文一 Ｒｏｕｇｈ（ラフ） トイ プードル 4.09
81 町山 佳彦 レオン シェットランドシープドッグ 4.00
82 藤川 浩彦 Ｔｉｂｅｒｉｕｓ（ティベリウス） 柴 3.09


