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

順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント
1 前田 幹夫 Ａｂｂｅｙ－Ｌｅｅ ボーダーコリー 128.00
2 三浦 美紀 鉄子 ボーダーコリー 82.09
3 荒木 勇希 ピスコ ボーダーコリー 81.36
4 安藤 邦子 カール ボーダーコリー 74.55
5 緒方 清美 ＫＯＵＭＥ ボーダーコリー 67.55
6 鈴木 博起 ＣＰ ボーダーコリー 65.50
7 土岐 恵美子 ＮＩＮＡ ボーダーコリー 63.91
8 倉田 雅代 心 ボーダーコリー 50.00
9 堀内 美里 ラージャ ボーダーコリー 48.77
10 森嶋 基起 ＥＲＢＡ ボーダーコリー 48.55
11 小林 智恵子 Ｍｅｌｉｓｓａ ボーダーコリー 48.09
12 西岡 保之 ピノ ボーダーコリー 45.55
13 田中 美子 苺 ボーダーコリー 43.82
14 松井 直子 ＳＴＡＲ ボーダーコリー 40.91
15 山尾 伸子 Ｘ－ＧＡＩＡＳ（ガイアス） ラブラドールレトリバー 40.36
16 近藤 とき Ｖｅｇａ（ベガ） ラブラドールレトリバー 38.91
17 山本 雅子 ＰＯＺＺ♪♪ ボーダーコリー 38.64
18 吉永 幸代 ＰＥＡＣＥ ボーダーコリー 36.86
19 内田 楊子 ジェセル ボーダーコリー 36.00
20 北野 京子 星名（セナ） ボーダーコリー 34.36
21 山口 敏江 まりん ボーダーコリー 31.82
22 赤木 薫 ナイト ボーダーコリー 30.36
23 冨岡 健一郎 エドワード ボーダーコリー 29.82
24 野瀬 光春 クライバー ボーダーコリー 26.55
25 原田 正弘 ポポチャン ボーダーコリー 24.36
26 高崎 寿子 エルザ ボーダーコリー 22.55
27 瀬古 ゆかり 小春 ボーダーコリー 19.64
28 新田 文子 いなずま ボーダーコリー 18.91
29 棚澤 玲子 ナターシャ ブリタニースパニエル 18.00
30 高橋 由美子 ジョー ボーダーコリー 17.82
31 荒木 勇希 チャンドラ ボーダーコリー 16.36
32 河野 彰 えくぼ ラブラドールレトリバー 15.64
33 髙久 祐子 ジーニ ボーダーコリー 14.00
34 日高 千尋 ビッケ ボーダーコリー 13.09
35 工藤 明 フィノ ボーダーコリー 12.73
35 熊谷 康彦 なつ ボーダーコリー 12.73
35 小西 晋 ＮＡＮＡ ボーダーコリー 12.73
35 中野 貴史 まさる ボーダーコリー 12.73
35 松吉 祐子 ダイヤ ボーダーコリー 12.73
40 髙久 祐子 ライライ ボーダーコリー 12.00
40 田淵 愛実 ホクト シェットランドシープドッグ 12.00
42 増田 利行 ＭＡＳＵＤＡ　ＫＵＲＯ ボーダーコリー 11.55
43 橋本 祐三 ジョデイ ボーダーコリー 11.45
44 松尾 はるみ ジェッター ボーダーコリー 11.27
45 山本 福子 オスカー ボーダーコリー 10.91
46 杉山 やよい でぃな ボーダーコリー 10.18
47 明石 享子 ＣＡＰ ボーダーコリー 9.09
47 松尾 剛 レイ ボーダーコリー 9.09
49 大野 雅史 花神（カシン） ボーダーコリー 8.73
50 奥宮 良二 まりん ボーダーコリー 7.64
50 松原 美香 ライア ボーダーコリー 7.64
52 藤原 清史 エース ボーダーコリー 7.27
53 津久井 敦代 チャ子 ラブラドールレトリバー 6.36
54 髙栁 芳美 レジーナ ボーダーコリー 5.82
55 冨士 孝 テラ坊 ブリタニースパニエル 5.45
56 江原 輝之 ジーナ ボーダーコリー 5.09



57 浜川 信子 ウィード ボーダーコリー 4.91
57 森實 美智子 海 ボーダーコリー 4.91
59 高橋 由美子 ももこ All Japanese 4.09
60 加藤 陽子 ＣＯＲＥ ボーダーコリー 3.68
61 新倉 謙吾 ディオ ボーダーコリー 3.64
61 堀 アツコ Ｐａｓｓｏ ボーダーコリー 3.64
63 高栁 芳美 レジーナ ボーダーコリー 3.27
64 堀内 美里 サイファ ボーダーコリー 2.73
65 黒田 寿男 ＭＥＬＯＤＹ♪ ボーダーコリー 2.55
66 北川 敦史 北川Ａｎｇｅ オーストラリアン・ケルピー 1.36


