
2015 3度ミディ

順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント

1 秋池 伸子 クール ミニチュアプードル 753.64
2 福家 恵子 Ｄｒ（ディ・アール） ミニチュアプードル 458.73
3 吉村 健司 瑠夏（ルカ） キャバリアキングチャールズスパニエル 343.23
4 山田 昭子 オーリー コイケルホンディエ 319.18
5 三好 好美 Ｑ シェットランドシープドッグ 293.09
6 筒井 裕司 バーディー トイプードル 284.73
7 稲垣 聖美 タフ 柴 274.95
8 吉村 京子 夏生（カイ） シェットランドシープドッグ 251.41
9 小室 眞智子 ラック トイ プードル 251.09

10 西脇 靖子・日高 千尋 敦士 トイ プードル 245.77
11 鈴木 美喜 宇宙（そら） トイ プードル 244.36
12 下川 徹 コリン アメリカンコッカースパニエル 221.27
13 秋池 伸子 キャビン ミディアムプードル 220.82
14 小松 恵美子 タンゴ トイ プードル 214.18
15 城子 良江 はな 柴 213.91
16 加藤 里佳 グラン シェットランドシープドッグ 205.91
17 吉本 英知 のの All Japanese 198.55
18 佐藤 由紀 マール シェットランドシープドッグ 196.18
19 海野 真由美 マハナ ミニチュアプードル 190.55
20 臼井 賀子 Ｌｕｃｅ（ルーチェ） ミニチュアプードル 181.68
21 海野 真由美 メトロ ミニチュアプードル 180.18
22 平川 ひさよ 日向（ひゅう） シェットランド・シープドッグ 168.32
23 内藤 昌志 ＲＵＥ（ルー） ミニチュアシュナウザー 166.41
24 北 いづみ プー太郎 コッカプー 163.27
25 東方 郁子 ルナ コッカプ- 161.82
26 佐藤 孝也 飛鷹 ウェルシュコーギーカーディガン 158.50
27 飯田 直行 ブッチ コッカプー 144.45
28 飯村 弘子 こすもす シェットランドシープドッグ 142.91
29 屋代 寿恵 パラ All Japanese 140.91
30 江上 勲 レモン ミニチュアプードル 137.32
31 宮川 均・直子 メーテル ミニチュアシュナウザー 137.27
32 山田 香 ルンバ 柴 136.00
33 蓮沼 起代 ビバーチェ シェットランド・シープドッグ 119.09
34 蔭本 さおり ベルナ イタリアングレーハウンド 115.00
35 中野 広美 のりお ミニチュアプードル 113.59
36 藤谷 麻子 マコ ピレニアンシープドッグ 112.55
37 寺島 大蔵 たっく ミニチュアプードル 112.00
38 松久 政司 Ｒｅｖｅ（レーヴ） ミニチュアプードル 110.45
39 市村 陽子 クローバー ミディアムプードル 109.27
40 橋本 升美 アンジェラ ミニチュアプードル 108.50
41 田村 千雪 ニコラ ウェルシュテリア 106.32
42 大瀧 雅寛・友理奈 スック シェットランドシープドッグ 100.95
43 小松 宏之 響 ミニチュアプードル 97.32
44 佐野 真理子 ぷー ジャックラッセルテリア 95.77
45 藤岡 桂子 黒豆与一郎 シェットランドシープドッグ 94.64
46 藤川 浩彦・森嶋 基起 Ｔｉｂｅｒｉｕｓ（ティベリウス） 柴 87.64
47 島田 有紀子 ムーム All Japanese 80.00
48 松久 政司 Ｖｉｆ（ヴィフ） ミニチュアプードル 77.82
49 小島 幸子 つくね ビーグル 73.45
50 寺西 啓子・日高 千尋 ヒューイ シェットランドシープドッグ 73.09
51 児玉 アキ イブ ジャックラッセルテリア 72.73
52 佐伯 康行・弘子 ＣＯＣＯＲＯＮ（ココロン） 柴 69.50
53 佐藤 律子 ＡＬＥＸ シェットランドシープドッグ 68.50
54 小澤 みゆき モモ トイプードル 66.59
55 横溝 敦子 ルイちゃん All Japanese 66.36
56 遠藤 雅子 さや ボストンテリア 57.27
57 松本 義央 フレア トイプードル 55.09
58 森 あゆみ ターディス トイ プードル 53.82
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59 山田 真弓 ティアラ シェットランドシープドッグ 52.95
60 土居 誠 あんず ウェルシュテリア 52.91
61 白沢 奈緒美 れお ジャックラッセルテリア 51.95
62 大久保 敦也 ＢＥＬＬＥ シェットランドシープドッグ 49.64
63 松井 ひろ子 ミリア ミニチュアプードル 47.09
64 国方 幸枝 しずく シェットランドシープドッグ 42.36
65 永江 春美 レディ シェットランド・シープドッグ 42.00
66 落合 潤 紺（こん） 柴 39.45
67 福田 美佐子 仁（ジン） コイケルホンディエ 37.82
68 坂井 てる美 ベンジャミン All Japanese 36.27
69 佐藤 由紀 バティ シェットランドシープドッグ 36.23
70 岡田 安紀子 ジェニー ミディアムプードル 34.91
70 宮川 均 ハーロック ミニチュアシュナウザー 34.91
72 芹澤 真紀 疾風（はやて） ミニチュアピンシャー 34.55
73 大和田 美子 スズ トイプードル 32.68
74 天野 縁 ＭＯＯＳＥ All Japanese 31.73
75 柴 恵子 アクア シェットランドシープドッグ 30.91
76 田辺 文一 Ｒｏｕｇｈ（ラフ） トイプードル 30.36
77 村田 ひとみ 陸 ビーグル 25.27
78 河中 章宏 麦 柴 23.45
79 佐藤 晴香 あんじー シェットランドシープドッグ 21.82
80 向本 彩子 ごま 柴 18.55
81 浜田 伸一 サンク シェットランドシープドッグ 18.00
82 山口 美代子 迅（ジン） シェットランドシープドッグ 16.18
83 国方 文雄 はるか シェットランドシープドッグ 15.55
84 雲井 紗羅那 キュア ミニチュアシュナウザー 14.18
85 神原 英二 ＶＩＴＯ イタリアングレーハウンド 13.82
86 武田 章裕 てんこ ミニチュアピンシャー 13.41
87 谷 亜佐美 ちはる シェットランドシープドッグ 12.55
88 渡辺 芳之 キキ ミニチュアプードル 11.64
89 永井 尉登 ないろ 柴 10.91
90 尾崎 広利 Ｂｏｌｔ アメリカン・コッカー・スパニエル 8.73
91 千葉 早苗 カブ ジャックラッセルテリア 8.00
92 佐藤 由紀 シィ シェットランドシープドッグ 7.64
93 西野 里香 ルナ シェットランドシープドッグ 6.55
94 神藤 由香 琴（こと） All Japanese 3.45
95 谷垣 操 サラ シェットランドシープドッグ 2.91


