
2016 3度ミディ

順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント

1 秋池 成律・伸子 クール ミニチュアプードル 737.73
2 秋池 伸子 キャビン ミディアムプードル 554.77
3 城子 良江 はな 柴 517.59
4 小松 恵美子 タンゴ トイ プードル 391.59
5 永関 敦子 Ｇｅｏｒｇｅ コッカプー 344.55
6 福家 恵子 Ｄｒ（ディアール） ミニチュアプードル 319.95
7 中野 広美 のりお ミニチュアプードル 294.55
8 白沢 奈緒美 れお ジャックラッセルテリア 292.27
9 西脇 靖子・日高 千尋 敦士 トイ プードル 291.05

10 渡辺 芳之 キキ ミニチュアプードル 284.36
11 前田 幹夫 Ｃｈａｒ－Ｌｅｅ コッカプー 282.36
12 臼井 賀子 Ｌｕｃｅ（ルーチェ） ミニチュアプードル 278.18
13 吉本 英知 のの All Japanese 239.09
14 増田 恵美 ベンジー ウェルシュテリア 234.55
15 飯村 弘子 こすもす シェットランドシープドッグ 218.82
16 筒井 裕司 バーディー トイプードル 214.73
17 小松 宏之・恵美子 響 ミニチュアプードル 212.05
18 山田 香 ルンバ 柴 211.45
19 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 208.45
20 大瀧 雅寛・友里奈 スック シェットランドシープドッグ 201.23
21 長谷川 美穂 Ｍｅｒｉａ All Japanese 199.55
22 谷 亜佐美 ちはる シェットランドシープドッグ 194.91
23 三好 好美 Ｑ シェットランドシープドッグ 193.18
24 島田 有紀子 ムーム All Japanese 189.55
25 蓮沼 起代 ビバーチェ シェットランドシープドッグ 188.55
26 吉村 京子 夏生（カイ） シェットランドシープドッグ 184.55
27 江上 勲 レモン ミニチュアプードル 183.45
28 飯田 直行・北 いづみ ブッチ コッカプー 180.09
29 海野 真由美 メトロ ミニチュアプードル 178.73
30 坂井 てる美 ベンジャミン All Japanese 173.18
31 落合 潤 紺（こん） 柴 168.23
32 小室 眞智子 ラック トイ プードル 162.14
33 森川 紀子 ＪＥＴ シェットランドシープドッグ 161.64
34 佐藤 由紀 マール シェットランドシープドッグ 158.05
35 田村 千雪 ニコラ ウェルシュテリア 151.91
36 佐藤 由紀 シィ シェットランドシープドッグ 151.50
37 飯田 直行・北 いづみ プー太郎 コッカプー 149.86
38 藤岡 桂子 黒豆与一郎 シェットランドシープドッグ 147.14
39 天野 縁・加藤 陽子 ＭＯＯＳＥ All Japanese 145.55
40 松本 義央 フレア トイプードル 143.27
41 深海 重一郎 らっくす All Japanese 139.86
42 下川 徹 コリン アメリカンコッカースパニエル 126.41
43 平川 ひさよ 日向（ひゅう） シェットランドシープドッグ 122.95
44 屋代 寿恵 パラ All Japanese 121.23
45 河中 章宏 麦 柴 116.91
46 山田 昭子 オーリー コイケルホンディエ 116.00
47 寺島 大蔵 たっく ミニチュアプードル 115.32
48 内藤 昌志 ＲＵＥ（ルー） ミニチュアシュナウザー 112.00
49 三好 舞実子 ヴェスパー シェットランドシープドッグ 110.91
50 大久保 敦也 ＢＥＬＬＥ（ベル） シェットランドシープドッグ 100.55
51 中山 礼子 カラ トイ プードル 97.55
52 中務 恵子 Ｖａｇｕｅ ミニチュアシュナウザー 97.18
53 児玉 アキ イブ ジャックラッセルテリア 96.55
54 佐野 真理子 ぷー ジャックラッセルテリア 94.55
55 佐藤 晴香 あんじー シェットランドシープドッグ 89.64
56 松井 ひろ子 ミリア ミニチュアプードル 84.91
57 小島 幸子 つくね ビーグル 81.82
57 藤谷 麻子 マコ ピレニアンシープドッグ 81.82
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59 東方 郁子 ルナ All Japanese 78.18
60 藤川 浩彦・森嶋 基起 Ｔｉｂｅｒｉｕｓ（ティベリウス） 柴 74.55
61 三田村 まどか しんのすけ All Japanese 72.55
62 宮川 均 メーテル ミニチュアシュナウザー 72.55
63 柴 恵子 アクア シェットランドシープドッグ 67.09
64 市村 陽子 クローバー ミディアムプードル 59.05
65 神藤 由香 琴（こと） All Japanese 57.64
66 橋本 升美 アンジェラ ミニチュアプードル 57.09
67 寺西 啓子 ヒューイ シェットランドシープドッグ 50.36
68 浜田 伸一 サンク シェットランドシープドッグ 49.32
69 岩永 清子 ぱぁる ミニチュアプードル 47.82
70 国方 文雄 はるか シェットランドシープドッグ 47.23
71 武田 章裕・巳鶴 てんこ ミニチュアピンシャー 45.32
72 佐藤 孝也 飛鷹 ウェルシュコーギーカーディガン 43.55
73 山口 美代子 迅 シェットランドシープドッグ 40.91
74 坂本 雅則 ＵＲＩＢＯＯ トイプードル 40.73
74 森 あゆみ Ｔａｒｄｉｓ（ターディス） トイ プードル 40.73
76 山田 真弓 ティアラ シェットランドシープドッグ 37.27
77 新田 文子・内藤 由季 チータ シェットランドシープドッグ 32.18
78 恵面 由紀子 ミルキー ミニチュアシュナウザー 31.64
79 加藤 里佳 グラン シェットランドシープドッグ 31.27
80 宮川 均 マーヤ ミニチュアシュナウザー 30.55
81 北村 真紀 疾風（はやて） ミニチュアピンシャー 30.36
82 内藤 由季 茶々 All Japanese 28.64
83 藤野 扶季子 リュカ ミディアムプードル 27.27
84 横溝 敦子 ルイちゃん All Japanese 23.64
85 神谷 理恵 あんず ジャックラッセルテリア 22.36
86 土居 誠 あんず ウェルシュテリア 19.00
87 大和田 美子 スズ トイプードル 16.55
88 菊池 覚美 ルナ All Japanese 15.55
89 東條 由佳 よんとな ミニチュアシュナウザー 14.91
90 加集 愛子 アパパネ シェットランドシープドッグ 12.00
90 吉田 綾 そら スキッパーキ 12.00
92 本間 彰子 譲二 ボストンテリア 11.64
93 黒澤 美雪 こなみ シェットランドシープドッグ 10.36
94 日名子 美香 シノン ジャックラッセルテリア 9.82
94 立花 和子 りぃず イングリッシュコッカースパニエル 9.82
96 三上 智晴 マックス ビーグル 8.91
97 水谷 圭 陽明 トイ プードル 7.27
98 三浦 美紀 宇宙（そら） トイ プードル 5.27
99 田辺 文一 Ｒｏｕｇｈ トイプードル 2.18


