
2012 A-1 OPDES AGILITY AWARD　　≪パフォーマンス３度　30cmクラス≫

順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント
1 張 弘富 マール ミニチュアダックスフント 342.14
2 津守 渉 めい キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル 208.32
3 東條 由佳 トイロー ミニチュア・シュナウザー 194.18
4 佐野 しのぶ ＫＡＣＨＵ（カチュ） ミニチュアダックスフント 177.95
5 吉田 順子 ミク トイプードル 173.91
6 花香 光恵 空（くう） ミニチュアダックスフント 166.59
7 村田 貴志子 らー（らぶ） ウェルシュコーギーペンブローク 151.50
8 伊東 邦和 ララ トイ プードル 143.64
9 明石 享子 ラリー ミニチュア・ピンシャー 137.09
10 金政 かおり ラナ キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル 125.18
11 田口 弥生 ＪＪ（ジェイジェイ） チワワ 120.95
12 児玉 千春 ルカ ウェルシュコーギーカーディガン 118.14
13 堀内 美里 ティダ ミニチュア・ダックスフント 117.27
14 大久保 順子 のび太君 トイプードル 110.55
15 三好 舞実子 クリスティーナ ジャックラッセルテリア 110.36
16 永島 美智子 ショウ ミニチュア・ダックスフント 100.73
17 吉田 英之 マミ トイプードル 91.00
18 南場 弘司 デイジー ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 84.91
19 佐野 しのぶ ＹＵＺＵ（ユズ） ミニチュアダックスフント 79.18
20 及川 修三 チータン フレンチブルドッグ 75.91
21 古木 敏行・則子 パスタ トイ プードル 63.55
22 大橋 和博 リッチ トイプードル 63.36
23 針谷 すみ子 初嵐 マルチーズ 59.82
24 森 やすよ りゅう太 ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 58.00
25 宮崎 美和子 リル ウェルシュコーギーペンブローク 57.73
26 横山 弘子 よもぎ パピヨン 54.55
27 中野 広美 あっぷる ミニチュアシュナウザー 53.82
28 大成 功 嵐 ミニチュアダックスフント 48.73
29 内藤 有喜 ＡＳＨ（アッシュ） ミニチュアシュナウザー 46.36
30 吉田 直美 くるみ ミニチュアダックスフント 45.73
31 大橋 美佐 ごん太 ミニチュアダックスフント 45.00
32 野里 みちよ 小夏 ウェルシュコーギーペンブローク 44.36
33 税所 智美 ふく ウェルシュコーギーペンブローク 43.64
34 針谷 すみ子 小太郎 マルチーズ 42.82
35 飯村 弘子 ひまわり パピヨン 42.00
36 天野 麻理子 さくら ウェルシュコーギーペンブローグ 39.09
37 松本 茂 アヴリル ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 33.27
38 小林 明秀・久美子 コピン トイプードル 32.18
39 稲田 一宏 ニコール ケアンテリア 32.00
40 芹澤 真理 大和 ミニチュアダックスフント 31.82
41 粟津 智代子 カイト トイ プードル 31.64
42 佐藤 亜希 イヴ ミニチュアダックスフント 28.73
43 濱野 千恵子 マロ ミニチュアダックスフント 27.45
44 小澤 みゆき シュー トイプードル 26.18
45 中島 なおみ しえろ チワワ 25.32
46 雁丸 賀代子 まりお ミニチュアダックスフント 23.64
47 小原 幸枝 ふう ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 23.27
48 山本 一樹 ラン チワワ 22.73
49 加藤 康彦 あかね トイ プードル 22.18
50 半谷 伸子 のぞみ チワワ 20.95
51 藤崎 尚志 ボニー ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 20.73
52 甲木 悠美子 マイル ミニチュア・ダックスフント 20.18
53 野田 磨理子 うらん ヨークシャーテリア 19.64
54 中川 美和 ぽん太 パグ 18.73
55 日野 貴敏 ピナ ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 18.55
56 角田 和恵 道子 パピヨン 18.41



57 村田 倫子 ウェンディ スキッパーキ 17.45
58 鴈丸 賀代子 まりお ミニチュアダックスフンド 16.91
59 小林 恭子 マリン ミニチュア・ダックスフントワイヤー 15.64
60 沖 亜矢子 モカ トイプードル 15.27
61 坂巻 新子 クリフ ジャックラッセルテリア 15.00
62 雪岡 利子 クッキー♪ ジャックラッセルテリア 14.36
63 矢野 秀典 ちくわ ミニチュア・ダックスフント 12.82
64 梅本 弓子 まろ チワワ 12.36
65 片桐 清美 りん ジャックラッセルテリア 11.64
66 平川 ひさよ 蓮 ポメラニアン 11.45
67 丸矢 えみ くぅちゃん チワワ 10.91
68 渡辺 久美子 ソロ シェットランド・シープドッグ 10.73
69 越水 弓子 ジャッキー ワイアーヘアードミニチュアダックスフント 9.55
70 命苫 健治 ナナ ジャック・ラッセル・テリア 9.27
71 谷垣 操 ヒナ ポメラニアン 9.09
72 三津井 敏子 ラム ウェルシュコーギーペンブローク 9.00
73 頃末 久美子 タイガ パピヨン 8.73
73 藤野 扶季子 ハッピー ミニチュアダックスフント 8.73
75 野里 政雄 文太 ウェルシュコーギーペンブローク 8.18
76 渡辺 昌之 ボニー ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 6.36
77 和田 真理子 いちご トイ プードル 5.45
78 西脇 靖子 花音 トイ ・プードル 3.64


