
2012 A-1 OPDES AGILITY AWARD　　≪２度　55cmクラス≫

順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント
1 寺西 啓子 コタロウ ジャックラッセルテリア 138.00
2 新井 さやか ミシル コイケルホンディエ 104.09
3 大杉 尚毅 オリー（Ｏｌｌｉｅ） ボーダーコリー 97.23
4 鈴木 愛子 ビスコ ボーダーコリー 75.41
5 寺西 博 アリス ボーダーコリー 72.14
6 渡辺 久美子 ＡＮＮＩＥ All Japanese 71.00
7 松原 美香 ライア ボーダーコリー 63.95
8 水上 美佐緒 Ｈａｌ（ハル） ボーダーコリー 62.59
9 遊佐 高一 こはる ボーダーコリー 58.73
10 丸山 忠 ベル ボーダーコリー 55.73
11 小西 晋 ＮＡＮＡ ボーダーコリー 55.36
12 狩野 亜耶 ｈｕｇ ボーダーコリー 52.18
13 大野 貴美 スカッド ボーダーコリー 48.73
14 納田 義久 ＲＥＩ（レイ） ボーダーコリー 47.73
15 新井 哲雄 凛々（りんりん） ボーダーコリー 47.05
16 武藤 昇司・廣美 リオ ラブラドール・レトリバー 46.32
17 小野 智恵美 Ｂａｂｙ ラブラドール・レトリバー 45.32
18 津田 桂志 トミー ボーダーコリー 44.68
19 市川 隆二 ゆき ボーダーコリー 44.18
20 赤木 薫 ルーク ボーダーコリー 44.00
21 田辺 一賢 ハウ ボーダーコリー 43.27
22 村田 倫子 ジェームズ ボーダーコリー 42.91
23 関口 八郎・衣文 アクア ボーダーコリー 42.73
24 佐々木 美穂 バーディー 柴 39.18
25 宇山 久美子 雲雀 ボーダーコリー 38.55
25 高橋 ユリ子 リィズ ボーダーコリー 38.55
27 中野 貴史 まさる ボーダーコリー 37.73
28 稲用 なつ子 コロ オーストラリアン・シェパード 37.59
29 安蔵 博之 ＭＡＸ（マックス） ボーダーコリー 36.64
30 鎌田 貴三子 アシュリー ボーダーコリー 35.27
31 安藤 邦子 カール ボーダーコリー 34.55
32 丸矢 えみ ＬＥＯＮ ボーダーコリー 34.45
33 日名子 美香 モリィ All Japanese 34.41
34 木村 美穂子 ペタル ラブラドールレトリバー 32.73
35 岡 佳枝 天天 ボーダーコリー 30.95
36 松尾 剛・はるみ レイ ボーダーコリー 30.91
37 浜川 信子 ウィード ボーダーコリー 30.82
38 阿部 由美 直（なお） ボーダーコリー 27.27
39 竹内 由紀江 アイ ラブラドールレトリバー 26.23
40 新井 真司 カルア オーストラリアンケルピー 26.18
41 漆原 瑞 リープ ブリタニースパニエル 25.77
42 田中 よね子 モモ ボーダーコリー 25.45
43 植井 君子 ナナ All Japanese 24.73
44 佐渡 美沙 ローシー ボーダーコリー 24.18
45 佐藤 多佳子 Ｄ（ディー） ボーダーコリー 24.00
46 瀬古 ゆかり 小春（こはる） ボーダーコリー 23.09
47 若林 和子 コロ オーストラリアンシェパード 22.91
47 津守 渉 はな ボーダーコリー 22.91
49 渡辺 京子 花菜多 All Japanese 22.73
50 土肥 仁美 ティア ボーダーコリー 21.36
51 堀内 美里 サイファ ボーダーコリー 21.27
52 川西 政子 ビスキー プーミー 19.64
53 正木 初美 キャナ バーニーズマウンテンドッグ 18.73
54 芝 由貴 ルカ ボーダーコリー 18.00
55 諸岡 裕子 らん ボーダーコリー 17.73
56 荒川 裕子 オリオン（Ｏｒｉｏｎ） ボーダーコリー 17.59



57 永田 徳子 タイタン ボーダーコリー 15.45
58 阿部 佳代子 ウェンディ ボーダーコリー 15.45
59 小林 功 朝陽 ボーダーコリー 15.27
60 豊田 桂子 ラビ ウィペット 14.73
61 堀井 さち子 スキップ ボーダーコリー 14.55
62 松尾 稔 チップ ラブラドール・レトリバー 14.18
63 久和原 剛 アルパチーノ スタンダード・シュナウザー 14.00
64 石川 光世 サラ ボーダーコリー 13.82
65 増田 美穂子 味醂 ラブラドールレトリバー 13.64
66 矢島 綾乃 ジェノス ボーダーコリー 12.41
67 杉山 やよい でぃな ボーダーコリー 12.36
68 花田 蘭 レント ボーダーコリー 12.00
68 高橋 由美子 アーニャ ボーダーコリー 12.00
70 池田 友紀 ふぁんた☆ ボーダーコリー 11.73
71 左藤 珠代 モモリーヌ ラブラドール・レトリバー 11.45
72 松澤 純子 ＰＩＰＩＮ（ぴぴん） オーストラリアンケルピー 11.05
73 吉川 博美 リアム All Japanese 10.36
73 森嶋 基起 ＥＲＢＡ（エルバ） ボーダーコリー 10.36
75 永村 正子 棟 ボーダーコリー 9.91
76 森 香織 雅　（みやび） ボーダーコリー 8.91
77 河合 津奈恵 美優子（ミューズ） ボーダーコリー 8.18
77 大野 康 ライラ（ＬＹＲＡ） ボーダーコリー 8.18
79 福田 泰子 雅茶 ボーダーコリー 7.64
80 新倉 謙吾 ディオ ボーダーコリー 7.27
80 堀内 美里 ラージャ ボーダーコリー 7.27
82 竹内 龍一 ボク ボーダーコリー 6.95
83 市川 知代 かい All Japanese 4.91
84 佐藤 孝也 ＢＲＥＡＴＨ ボーダーコリー 4.36
85 高橋 由美子 ももこ All Japanese 3.64


