
2012 A-1 OPDES AGILITY AWARD　　≪１度　65cmクラス≫

順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント
1 吉川 博美 ノエル All Japanese 106.82
2 深澤 裕二 もも ゴールデンレトリバー 81.36
3 藤井 陽子 ダン フラットコーテッドレトリーバー 75.82
4 若林 匡智 かんな ボーダーコリー 70.18
5 大内 聖子 ハーマイオニー ラブラドールレトリバー 53.09
6 張替 ひとみ エンジェルピース オーストラリアンシェパード 52.82
7 古木 登 シオン ボーダーコリー 52.55
8 小俣 洋 ビッグ オーストラリアンシェパード 48.82
9 岡部 美佐子 ＬＥＯ ボーダーコリー 47.23
10 鈴木 直子 ジョジョ ボーダーコリー 47.09
11 青木 信親 ヴィクトリア スタンダードプードル 46.36
12 市原 悠 美音 ボーダーコリー 46.00
13 伊藤 和代 ルキア フラットコーテッドレトリーバー 45.09
14 荒木 勇希 チャンドラ ボーダーコリー 43.82
15 鈴江 久美子 ＥＡＲＴＨ ベルジアンマリノア 40.36
16 大森 千奈津 ボバン ボーダーコリー 39.64
17 村路 純子 千夏 ボーダーコリー 38.18
18 松田 海 ノア All Japanese 35.23
19 塘 美幸 ライラプス ラブラドールレトリバー 32.50
20 山口 義勇 プリン ボーダーコリー 31.45
21 阿部 尚子 なっつ ラブラドールレトリバー 31.27
22 辻上 弘毅 ジークフリード ジャーマン・シェパード 30.14
23 柿沼 裕子 ニルヴァーナ ボーダーコリー 28.91
24 永田 雄二 ビート ボーダーコリー 26.36
25 柿沼 裕子 シド・ヴィシャス ボーダーコリー 24.32
26 奥野 克美 一休 ボーダーコリー 21.86
27 茂木 朗 びる ボーダーコリー 21.27
28 加藤 昌宏 ルート ボーダーコリー 20.91
29 藤木 利明 珠利 ホワイトシェパード 19.64
30 林 由枝 まお ボーダーコリー 18.55
31 松尾 はるみ うの ボーダーコリー 18.00
32 森田 正章 ナルド オーストラリアンシェパード 17.73
33 菱沼 英嗣 サニー アイリッシュ・セター 17.45
34 山口 隆史 山（サン） ボーダーコリー 17.27
35 大嶽 飛鳥 智（あきら） ホワイトスイスシェパード 16.73
36 山口 麻紀 りく ボーダーコリー 16.36
37 上野 香代 キキ ベルジアンタービュレン 14.73
38 大内 聖子 トミー ラブラドールレトリバー 14.05
39 福井 秀子 さな ラブラドール・レトリバー 14.00
40 畠山 博行 ハリィー ボーダーコリー 10.91
41 河野 亜衣 バルドル スタンダード・プードル 9.55
42 山田 泰三 小まめ ラブラドール・レトリバー 9.27
43 藤原 康二 ＭＯＳＳ（モス） ボーダーコリー 9.14
44 川原崎 仁孝 健（ケン） ボーダーコリー 9.09
45 高橋 理雄 ペイタ ボーダーコリー 8.18
46 向原 ひろ子 アドニス ボーダーコリー 6.91
47 井上 寿美子 ショーン（ｓｅａｎ） ゴールデンレトリバー 6.55
48 山口 祐平 エル ボーダーコリー 6.36
49 井上 依里子 ヨハン オーストラリアンシェパード 6.27
50 大津 実 ラド ラブラドールレトリバー 6.00
51 長崎 唯実加 さく丸 ボーダーコリー 5.45
52 Fordyce 淳子 マニー ボーダーコリー 4.36
52 奥平 良正 チェスター ボーダーコリー 4.36
52 福井 忠一郎 モコ ラブラドール・レトリバー 4.36
55 大津 実 ホップ ラブラドールレトリバー 4.00
56 中村 由佳里 Ｒｙｏｇａ ベルジアン・マリノア 3.68



57 青木 信親 サイモン スタンダードプードル 3.09
58 東 清子 あさり ジャーマンシェパード 2.73
59 山下 祐平 エル ボーダーコリー 2.45


