
2013 IFCSミニ

順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント

1 畠山 英子 ふーこ トイ ・プードル 158.68
2 永関 敦子 パトリシア トイ ・プードル 94.14
3 渡辺 厚美 かるら トイ ・プードル 80.68
4 大庭 雅代 なつ ジャックラッセルテリア 79.09
5 渡辺 恭子・土居 誠 ナナ ウェルシュコーギーカーディガン 73.45
6 金政 かおり なる キャバリア 72.00
7 徳田 美奈子 ウィン ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 70.95
8 森川 紀子 Ｌ パピヨン 63.91
9 岡崎 光子 モカ トイ ・プードル 60.82

10 篠塚 夢子 れんげ ボストンテリア 57.82
11 兼本 絹代・副田 康信 ラファ ジャック・ラッセル・テリア 57.41
12 新井 正記 ＡＳＫＡ パピヨン 54.68
13 大久保 順子 ＭＥＴＩＳ（メーティス） シェットランド・シープドッグ 53.73
14 西脇 靖子 青龍 トイ ・プードル 49.73
15 山下 智子 クッキー ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 42.27
16 岸野 愛子 ハッピ トイ ・プードル 42.09
17 松本 久美 エル ウェルシュコーギーペンブローク 36.18
18 藤谷 麻子 ケンタロウ ケアーンテリア 36.00
19 石井 良枝 ほたる スコッチテリア 31.95
20 廣藤 蓉子 なんな トイ プードル 27.82
21 藤岡 明美 だいちゃん トイ プードル 24.91
22 大庭 雅代 セラ ジャックラッセルテリア 21.82
23 今村 由美子 ニコラ シェットランド・シープドッグ 21.64
24 大久保 敦也 ドラちゃん トイプードル 18.18
25 大石 恭子 ユピィ トイ プードル 18.00
26 木村 ひろみ ＨＡＬ（ハル） トイ プードル 17.27
27 日下 英俊 ディーノ パピヨン 16.59
28 杉山 敦子 レイラ ジャックラッセルテリア 16.36
29 池田 裕子 パール パピヨン 16.18
30 田中 美香 およよ トイプードル 15.64
31 信田 智佳子 プリオ トイ プードル 15.55
32 藤岡 正信 バンビーノボンボン トイ プードル 14.91
33 宮本 強 緒湖（チョコ） トイ プードル 14.73
33 菅野 恵美子 すず トイプードル 14.73
35 後藤 依織 アラレ ジャック・ラッセル・テリア 14.00
35 峯野 由紀 レディ ジャックラッセルテリア 14.00
37 高木 琴子 梨音（リオン） ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 13.09
37 西本 幸子 翼 ウェルシュコーギーペンブローク 13.09
39 上野 誠貴 圭太 トイ プードル 13.09
40 日野 貴敏 ナッポ ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 12.55
41 中山 志幸 こた ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 12.55
42 高橋 由美子 ミュー トイプードル 10.45
43 沖野 秀樹 ハル トイ プードル 8.27
44 田口 貴久 ジンジャー ミニチュア・ピンシャー 8.18
45 柴崎 一代 ソフィー トイ プードル 7.64
45 石井 良枝 かな スコッチテリア 7.64
45 福井 千恵 キューブ パピヨン 7.64
48 西山 優子 うみ マルチーズ 7.27
49 平城 郁子 あい パピヨン 6.55
50 頃末 久美子 チャイナ パピヨン 6.36
51 雪岡 利子 アミカ♪ ジャックラッセルテリア 5.45
52 御園 宏信 壱丸 パピヨン 4.91
53 加藤 美和 くるみ ウェルシュコーギーペンブローク 4.36
54 岡崎 由希子 フラン トイ プードル 2.45
55 伊東 元秀 モコ トイプードル 1.36
55 大橋 美佐 ごん太 ミニチュアダックスフンド 1.36


