
2012 A-1 OPDES AGILITY AWARD　　≪３度　30cmクラス≫

順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント
1 新井 正記 ＡＳＫＡ パピヨン 863.05
2 渡辺 厚美 かるら トイプードル 522.64
3 今村 由美子 ニコラ シェットランドシープドッグ 434.73
4 永関 敦子 パトリシア トイプードル 431.73
5 田中 美香 およよ トイプードル 389.73
6 大久保 順子・敦也 副田 康信 ドラちゃん トイプードル 387.09
7 岸野 愛子 ハッピ トイプードル 376.45
8 徳田 美奈子 ウィン ウェルシュコーギーペンブローク 372.86
9 福井 千恵 キューブ パピヨン 351.09
10 伊東 元秀 モコ トイプードル 278.18
11 金政 かおり なる キャバリアキングチャールズスパニエル 262.18
12 小西 晋 ＬＵＣＩＡ（ルシア） ウェルシュコーギーペンブローグ 237.23
13 岡本 亜紀子 紅 ミニチュアピンシャー 232.45
14 信田 智佳子 プリオ トイプードル 223.68
15 福山 芽実 ホッチ パピヨン 222.00
16 中山 志幸 こた ウェルシュコーギーペンブローク 219.18
17 森川 紀子 Ｌ パピヨン 215.73
18 武藤 眞理子 蓮 ジャックラッセルテリア 197.09
19 田口 緑 ジュリア シェットランドシープドッグ 195.91
20 西脇 靖子 青龍（リュウ） トイプードル 174.64
21 藤岡 明美・正信 だいちゃん トイプードル 172.55
22 山下 智子 クッキー ウェルシュコーギーペンブローク 142.68
23 宮本 強 緒湖（チョコ） トイプードル 134.09
24 黒澤 美雪 ひなの パピヨン 116.45
25 廣藤 蓉子 なんな トイプードル 115.23
26 森 幸文 あゆ ウェルシュコーギーペンブローク 114.00
27 新倉 謙吾 ＣＯＣＯ トイプードル 104.36
28 畠山 英子 ふーこ トイプードル 101.82
29 日野 貴敏 ナッポ ウェルシュコーギーペンブローク 101.68
30 石川 潤 たー坊 ウェルシュコーギーペンブローグ 101.27
31 古賀 清美 モモ トイプードル 98.82
32 小原 幸枝 ふう ウェルシュコーギーペンブローク 93.45
33 中尾 直譜 りょう パピヨン 92.55
34 内藤 昌志 ＲＵＥ（ルー） ミニチュアシュナウザー 88.73
35 若林 和子 プイネ キャバリアキングチャールズスパニエル 88.23
36 飯塚 弥生子 疾風（ハヤテ） ウェルシュコーギーペンブローク 85.64
37 石井 良枝 ほたる スコッチテリア 85.50
38 中尾 直譜 ジュリアン パピヨン 84.91
39 中野 広美 はなまる トイプードル 84.36
40 藤松 勝・坂本 雅則 夢来 ジャックラッセルテリア 83.77
41 中村 一久 リン ウェルシュコーギーペンブローク 78.73
42 大庭 雅代 なつ ジャックラッセルテリア 77.82
43 西脇 靖子 紫媛（シオン） トイプードル 73.68
44 佐竹 久美子 アン ジャックラッセルテリア 71.32
45 平城 郁子 あい パピヨン 68.27
46 土居 誠 ナナ ウェルシュコーギーカーディガン 68.09
47 菅野 恵美子 すず トイプードル 64.86
48 森川 達雄 ＣＡＰ スキッパーキ 64.55
49 三津井 政成 カイ ウェルシュコーギーカーディガン 64.27
50 頃末 久美子 チャイナ パピヨン 62.91
51 曽我部 弘昭 さくら パピヨン 58.50
52 高橋 信子 紫亜　（しあ） ミニチュアダックスフント 58.36
53 上野 誠貴 圭太 トイプードル 58.00
54 高橋 佐知子 那智 ジャックラッセルテリア 56.73
55 天野 ゆう子 ジェイク パピヨン 54.36
56 南部 裕美 きなこ ウェルシュコーギーペンブローク 52.73



57 九鬼 麻実 風流（ふうる） ウエストハイランドホワイトテリア 50.32
58 鈴木 美和 ふく トイプードル 48.73
59 高木 琴子 梨音（リオン） ウェルシュコーギーペンブローク 47.64
60 小林 久美子・明秀 ぶぶ トイプードル 47.14
61 後藤 依織 マシュー ジャックラッセルテリア 44.91
62 河原 憲子 ｗａｆｆｌｅ（ワッフル） トイプードル 43.86
63 蒲谷 佳子 ＬＡＲＡ ジャックラッセルテリア 42.18
64 鈴木 就生 蘭 トイプードル 42.00
65 雪岡 利子 アミカ♪ ジャックラッセルテリア 40.45
66 新井 哲雄 はな All Japanese 40.36
66 大久保 敦也 のびた君 トイプードル 40.36
68 藤谷 麻子 ケンタロウ ケアーンテリア 39.64
69 新井 正記 イヴ パピヨン 39.27
70 小原 幸枝 ありす ウェルシュコーギーペンブローク 38.91
71 日野 貴敏 ピナ ウェルシュコーギーペンブローク 36.00
72 大石 恭子 ユピィ トイプードル 31.82
73 藤岡 桂子 白足袋小十郎 ウェルシュコーギーペンブローク 30.91
74 尾瀬 正嗣 グティ ジャックラッセルテリア 30.50
75 横田 忠雄・維佐子 ひなた トイプードル 29.82
76 平川 ひさよ 蓮（れん） ポメラニアン 28.55
77 峯野 由紀 レディ ジャックラッセルテリア 28.50
78 吉田 順子 ミク トイプードル 27.82
79 加藤 憲太郎 ＦＵＮ トイプードル 26.91
79 齋藤 美雪 バーディー ジャックラッセルテリア 26.91
81 石井 良枝 かな スコッチテリア 26.73
82 須藤 沙織 バジル ミニチュアピンシャー 26.55
83 平城 郁子 マコ パピヨン 26.45
84 岩崎 文子 あい キャバリアキングチャールズスパニエル 26.36
85 小林 薫 アトム トイプードル 25.64
86 山下 いずみ ラン ミニチュアシュナウザー 25.45
87 佐渡 美沙 パンジー トイプードル 25.09
88 粟津 智代子 カイト トイプードル 21.64
89 飯島 恵美子 ＰＯＰ ジャックラッセルテリア 21.27
90 小林 明秀 コピン トイプードル 21.09
91 大庭 雅代 セラ ジャックラッセルテリア 20.00
92 岩崎 文子 みく キャバリアキングチャールズスパニエル 19.09
93 田口 貴久 ジンジャー ミニチュアピンシャー 17.82
94 児玉 千春 ルカ ウェルシュコーギーカーディガン 17.45
95 堀内 美里 ティダ ミニチュアダックスフント 17.27
96 長谷川 絹代 つくし トイプードル 17.18
97 臼井 賀子 ティナ トイプードル 17.09
98 佐野 しのぶ カチュ ミニチュアダックスフント 16.36
98 前田 伸一 マック トイプードル 16.36
100 根本 恵子 レディ ウェルシュコーギーペンブローク 15.27
101 坂巻 新子 クリフ ジャックラッセルテリア 13.36
101 瀬川 清文 ミミ ジャックラッセルテリア 13.36
103 篠塚 夢子 れんげ ボストンテリア 11.09
104 野田 磨理子 うらん ヨークシャーテリア 10.55
105 佐野 しのぶ ＫＡＣＨＵ（カチュ） ミニチュアダックスフント 10.18
106 野里 政雄 文太 ウェルシュコーギーペンブローク 10.18
107 高橋 由美子 ミュー トイプードル 9.45
108 南場 弘司 ボニー ウェルシュコーギーペンブローグ 9.09
109 臼井 賀子 Ｔｉｎａ トイプードル 5.82
110 谷垣 操 ヒナ ポメラニアン 5.45
110 松本 茂 アヴリル ウェルシュコーギーペンブローク 5.45
110 山本 一樹 ラン チワワ 5.45
113 北野 京子 虎鉄（コテツ） ヨークシャーテリア 5.27
114 中尾 直譜 シュン パピヨン 4.91
115 田中 邦子 らむ シェットランドシープドッグ 4.77



116 五島 雅代 小枝 トイプードル 4.36
117 坂本 桂子 アンジェラ トイプードル 4.18
118 古賀 美由紀 ルイ トイプードル 4.09
119 津田 桂志 チップ パピヨン 2.73
120 井上 理子 トライアンフ トイプードル 2.36
121 大井 章弘 乙女 ウェルシュコーギーペンブローク 2.05
122 西本 幸子 翔 ウェルシュコーギーペンブローグ 1.82


