
2012 A-1 OPDES AGILITY AWARD　　≪IFCS　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 152.18
2 徳田 美奈子 ウィン ウェルシュコーギーペンブローク 117.23
3 永関 敦子 パトリシア トイプードル 115.14
4 福井 千恵 キューブ パピヨン 112.50
5 田中 美香 およよ トイプードル 100.09
6 今村 由美子 ニコラ シェットランドシープドッグ 99.27
7 渡辺 厚美 かるら トイプードル 75.68
8 伊東 元秀 モコ トイプードル 67.09
8 福山 芽実 ホッチ パピヨン 67.09
10 畠山 英子 ふーこ トイプードル 65.82
11 土居 誠 ナナ ウェルシュコーギーカーディガン 65.64
12 山下 智子 クッキー ウェルシュコーギーペンブローク 61.50
13 大庭 雅代 セラ ジャックラッセルテリア 59.18
14 藤岡 桂子 白足袋小十郎 ウェルシュコーギーペンブローグ 58.82
15 篠塚 夢子 れんげ ボストンテリア 55.64
16 中尾 直譜 ジュリアン パピヨン 52.27
17 大庭 雅代 なつ ジャックラッセルテリア 48.18
18 藤岡 明美 だいちゃん トイプードル 44.45
19 西脇 靖子 青龍（リュウ） トイプードル 40.14
20 南場 弘司 ボニー ウェルシュコーギーペンブローク 35.05
21 杉山 敦子 レイラ ジャックラッセルテリア 33.82
22 根本 恵子 レディ ウェルシュコーギーペンブローク 33.45
23 中尾 直譜 シュン パピヨン 33.14
24 藤松 勝・坂本 雅則 夢来 ジャックラッセルテリア 27.91
25 田口 緑 ジュリア シェットランドシープドッグ 25.64
26 日野 貴敏 ナッポ ウェルシュコーギーペンブローク 25.41
27 松本 茂 エル ウェルシュコーギーペンブローク 24.73
28 金政 かおり なる キャバリア 24.14
29 森川 達雄 ＣＡＰ スキッパーキ 23.45
30 中尾 直譜 りょう パピヨン 23.23
31 小林 薫 アトム トイプードル 21.82
32 小西 晋 ルシア ウェルシュコーギーペンブローク 21.00
33 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 20.36
34 中野 広美 はなまる トイプードル 20.00
35 山口 晴子 ミント トイプードル 19.82
36 宮本 強 緒湖（チョコ） トイプードル 19.64
37 吉満 恵子 瑠璃 ジャックラッセルテリア 18.91
38 野田 磨理子 うらん ヨークシャーテリア 18.00
39 畠山 博行 じぇにー ジャックラッセルテリア 17.82
40 内田 美絵 ユノ ウェルシュコーギーペンブローク 17.64
41 内藤 昌志 ＲＵＥ（ルー） ミニチュアシュナウザー 17.45
42 後藤 依織 あられ ジャックラッセルテリア 17.27
43 白幡 圭子 ふぁんふぁん シェットランドシープドッグ 17.18
44 新倉 謙吾 ＣＯＣＯ トイプードル 16.73
45 大久保 敦也 ドラちゃん トイプードル 16.41
46 蒲谷 佳子 ＬＡＲＡ ジャックラッセルテリア 16.36
47 小林 恭子 マリン ミニチュア・ダックスフントワイヤー 15.91
48 大石 恭子 ユピィ トイプードル 15.00
49 池田 裕子 パール パピヨン 14.55
50 浅野 真澄 ノエル パピヨン 14.18
51 山口 裕二 こゆき トイプードル 13.82
52 田口 緑 マリィ シェットランドシープドッグ 13.64
53 中山 志幸 こた ウェルシュコーギーペンブローク 12.73
54 高木 琴子 梨音 ウェルシュコーギーペンブローク 9.82
55 大久保 順子 メーティス シェットランドシープドッグ 9.09
56 佐野 しのぶ ＫＡＣＨＵ（カチュ） ミニチュアダックスフント 8.73



57 日下 英俊 ディーノ パピヨン 8.18
58 高橋 由美子 ミュー トイプードル 8.00
59 佐藤 重子 福 ミニチュアシュナウザー 7.64
59 白松 和豊 アナスタシア トイプードル 7.64
61 黒澤 美雪 ひなの パピヨン 6.68
62 尾瀬 正嗣 グティ ジャックラッセルテリア 5.82
62 加藤 美和 くるみ ウェルシュコーギーペンブローク 5.82
62 山田 祐子 チェルブ トイプードル 5.82
65 松下 珠美 ごん子 柴 5.73
66 岡田 学 ひぃ～＠かりん。 ジャックラッセルテリア 5.45
67 蔵田 志津子 ある ウェルシュコーギーペンブローク 4.09
68 伊東 邦和 ララ トイプードル 2.91
69 西本 幸子 翔 ウェルシュコーギーペンブローグ 2.45


