
2012 A-1 OPDES AGILITY AWARD　　≪パフォーマンス２度　30cmクラス≫

順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント
1 飯村 弘子 ひまわり パピヨン 48.91
2 野里 みちよ 小夏 ウェルシュコーギーペンブローク 45.82
3 山本 尚巳 ドロシー ジャックラッセルテリア 42.27
4 芹澤 真理 風（ふう） ミニチュアダックスフント 39.27
5 宮崎 大治郎・美和子 さくら ウェルシュコーギーペンブローク 35.27
6 鍵村 真也・智恵美 りん ジャックラッセルテリア 31.73
7 高橋 文 シナモン ミニチュアピンシャー 31.45
8 中山 礼子 ごん ミニチュアダックスフント 29.45
9 香取 かおる ＧｉＬＬ（ジィル） カニヘンダックスフント 29.09
10 岡田 準子 アンナ ジャックラッセルテリア 28.36
11 越水 弓子 ひまわり ジャック・ラッセル・テリア 28.27
12 村上 裕子 百々 パグ 27.82
13 大橋 和博 リッチ トイ・プードル 26.82
14 和田 真理子 いちご トイ プードル 26.05
15 藤野 扶季子 ハッピー ミニチュアダックスフント 25.91
16 野里 政雄 文太 ウェルシュコーギーペンブローク 24.09
17 芹澤 昭紀・真理 大和 ミニチュアダックスフント 22.23
18 白松 和豊 アナスタシア トイ プードル 21.09
19 加藤 郁子 さすけ トイ プードル 18.55
20 長谷川 寿子 つくし トイ プードル 18.32
21 松本 茂 アヴリル ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 18.18
22 丸矢 えみ くぅちゃん チワワ 17.09
23 甲木 悠美子 マイル ミニチュア・ダックスフント 15.68
24 横山 弘子 よもぎ パピヨン 15.55
25 花香 光恵 空（くう） ミニチュアダックスフント 15.27
26 片桐 清美 りん ジャックラッセルテリア 12.73
27 与儀 美紀子 シオン チワワ 12.18
28 加藤 康彦 あかね トイ・プードル 11.45
29 三津井 敏子 ラム ウェルシュ・コーギー・カーディガン 10.95
30 高橋 信子 鴇 ミニチュア・ダックスフント 10.64
31 大成 智恵子 吹雪 ミニチュアダックスフント 10.55
32 西脇 靖子 花音 トイ ・プードル 10.27
33 山本 一樹 ラン チワワ 10.18
34 田中 邦子 らむ シェットランド・シープドッグ 10.09
35 宮崎 美和子 リル ウェルシュコーギーペンブローク 9.82
36 西本 幸子 翔 ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 8.00
37 田口 弥生 ＪＪ（ジェイジェイ） チワワ 7.64
38 赤林 尚子 アトム ミニチュアダックスフント 6.55
38 名渕 寿美玲 こうじろう ポメラニアン 6.55
40 五島 雅代 ミカン All Japanese 4.91
41 村田 倫子 ウェンディ スキッパーキ 4.09
41 濱野 千恵子 マロ ミニチュアダックスフント 4.09
43 横溝 直徳 ララ ペキニーズ 4.00
44 奥宮 良二 ボニー ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 3.64
44 藤崎 尚志 ボニー ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 3.64
46 古木 敏行 パスタ トイ プードル 2.73
47 宮崎 美和子 ゆき パピヨン 2.45
48 畠山 博行 じぇにー ジャック・ラッセル・テリア 1.82
48 木村 美和子 春菜 ミニチュア・ピンシャー 1.82
50 半谷 伸子 のぞみ チワワ 1.36


