
Pスティープル・ミニ

パーフェクトラン 3500% 64.13

完走率 100%

スティープルチェイス
※赤字の方は一次予選通過となります

順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム（A） 失敗
加算減点（B）
（失敗×５秒）

合計タイム
（A+B）

1 2 小林 恭子 マリン ミニチュア・ダックスフントワイヤー 51.30 0 51.30

2 1 九鬼 麻美 風流（ふうる） ウェスティ 51.57 0 51.57

    2014    年    12    月    13    日    A-1 OPDES アジリティ競技会

上位３頭のペアの平均×1.25＝

競技課目
Pスティープルミニ集計

NPO法人 犬の総合教育社会化推進機構



Pスティープルチェイス・ミディアム

パーフェクトラン 7000%

完走率 0%

スティープルチェイス
※赤字の方は一次予選通過となります

順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム（A） 失敗
加算減点（B）
（失敗×５秒）

合計タイム
（A+B）

1 藤川 浩彦 Vipsania（ウィブサニア） 柴 失格 失格 失格

    2014    年    12    月    13    日    A-1 OPDES アジリティ競技会

上位３頭のペアの平均×1.25＝

競技課目
Pスティープルミディアム集計

NPO法人 犬の総合教育社会化推進機構



スティープル・ミニ

パーフェクトラン 2300% 64.48

完走率 33%

スティープルチェイス
※赤字の方は一次予選通過となります

順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム（A） 失敗
加算減点（B）
（失敗×５秒）

合計タイム
（A+B）

1 2 小原 幸枝 ありす ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 46.58 1 5 51.58

1 西脇 靖子 紫媛 トイ ・プードル 欠席 欠席 欠席

3 小早川 みどり ゆき ウェルシュ・コーギー・カーディガン 失格 失格 失格

4 白松 和豊 エヴァンジェリン椿 トイプードル 失格 失格 失格

競技課目

上位３頭のペアの平均×1.25＝

    2014    年    12    月    13    日    A-1 OPDES アジリティ競技会

スティープルミニ集計

NPO法人 犬の総合教育社会化推進機構



スティープルチェイス・ミディアム

パーフェクトラン 2300% 56.88

完走率 33%

スティープルチェイス
※赤字の方は一次予選通過となります

順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム（A） 失敗
加算減点（B）
（失敗×５秒）

合計タイム
（A+B）

1 3 小松 宏之 響 ミニチュアプードル 40.50 1 5 45.50

2 西脇 靖子 (35)敦士 トイ ・プードル 欠席 欠席 欠席

1 鈴木 美喜 (35)宇宙（そら） トイ ・プードル 失格 失格 失格

4 藤川 浩彦 Ｔｉｂｅｒｉｕｓ 柴 失格 失格 失格

    2014    年    12    月    13    日    A-1 OPDES アジリティ競技会

競技課目

上位３頭のペアの平均×1.25＝

スティープルミディアム集計

NPO法人 犬の総合教育社会化推進機構



スティープルチェイス・スタンダード

パーフェクトラン 850% 48.38 （55cm）
完走率 75% 97.59 （45cm）

スティープルチェイス
※赤字の方は一次予選通過となります

順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム（A） 失敗
加算減点（B）
（失敗×５秒）

合計タイム
（A+B）

1 2 森實 美智子 海 ボーダーコリー 36.02 0 36.02

2 6 日野 貴敏 レックス ボーダーコリー 37.66 0 37.66

3 7 小野 智恵美 Baby ラブラドール・レトリバー 42.42 0 42.42

4 8 渡辺 京子 花菜多 ボーダーコリー 40.73 1 5 45.73

5 3 田中 美子 苺 ボーダーコリー 51.60 0 51.60

6 1 谷 和雄 (45)シルフィー イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル 73.07 1 5 78.07

4 秋池 伸子 フィリップ ボーダーコリー 失格 失格 失格

5 森 香織 雅 (みやび) ボーダーコリー 失格 失格 失格

    2014    年    12    月    13    日    A-1 OPDES アジリティ競技会

競技課目

上位３頭のペアの平均×1.25＝

スティープルスタン集計

NPO法人 犬の総合教育社会化推進機構



スティープルチェイス・ラージ

パーフェクトラン 1725% 53.07

完走率 50%

スティープルチェイス
※赤字の方は一次予選通過となります

順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム（A） 失敗
加算減点（B）
（失敗×５秒）

合計タイム
（A+B）

1 3 森実 麻子 ルカ ラブラドール・レトリバー 42.46 0 42.46

2 4 森實 美智子 空 ボーダーコリー 37.12 2 10 47.12

1 松岡 憲孝 スワン ボーダーコリー 失格 失格 失格

2 前田 幹夫 Jean-Lee ボーダーコリー 失格 失格 失格

    2014    年    12    月    13    日    A-1 OPDES アジリティ競技会

競技課目

上位３頭のペアの平均×1.25＝

スティープルラージ集計

NPO法人 犬の総合教育社会化推進機構



PＡＧ３・ミニ

パーフェクトラン 33% 95
完走率 67% 143

190
2.0

順位 No 指導手名 犬名 犬種
各犬の旋回

ｽﾋﾟｰﾄﾞ タイム 失敗 拒絶 ﾀｲﾑ減点
障害
減点 減点合計

1 1 小林 恭子 マリン ミニチュア・ダックスフントワイヤー 3.52 53.93 0.00 0 0.00

2 4 丸矢 えみ くうちゃん チワワ 2.43 78.07 1 0.00 5 5.00

2 九鬼 麻美 風流（ふうる） ウェスティ 失格 失格 失格 失格

3 小早川 義尚 のん ウェルシュ・コーギー・カーディガン 欠席 欠席 欠席 欠席

競技課目 旋回指数

    2014    年    12    月    13    日    A-1 OPDES アジリティ競技会

標準タイム（秒）
リミットタイム（秒）
コース全長PAG3ミニ集計

NPO法人 犬の総合教育社会化推進機構



PＡＧ３・ラージ

パーフェクトラン 0% 83
完走率 100% 125

190
2.3

順位 No 指導手名 犬名 犬種
各犬の旋回

ｽﾋﾟｰﾄﾞ タイム 失敗 拒絶 ﾀｲﾑ減点
障害
減点 減点合計

1 1 森実 麻子 リベル ラブラドール・レトリバー 4.25 44.70 2 0.00 10 10.00

競技課目 旋回指数

    2014    年    12    月    13    日    A-1 OPDES アジリティ競技会

標準タイム（秒）
リミットタイム（秒）
コース全長PAG3ラージ集計

NPO法人 犬の総合教育社会化推進機構



ＡＧ３・ミニ

パーフェクトラン 14% 68
完走率 71% 102

190
2.8

順位 No 指導手名 犬名 犬種
各犬の旋回

ｽﾋﾟｰﾄﾞ タイム 失敗 拒絶 ﾀｲﾑ減点
障害
減点 減点合計

1 7 江口 正一郎 ドコモ ジャック・ラッセル・テリア 3.73 50.92 0.00 0 0.00

2 2 松岡 憲孝 マルコフ ウェルシュ・コーギー・カーディガン 2.75 69.07 1.07 0 1.07

3 5 古賀　 清美 モモ トイ ・プードル 3.43 55.42 1 0.00 5 5.00

4 4 伊藤 智美 モカ All Japanese 2.87 66.25 1 1 0.00 10 10.00

5 3 日野 貴敏 ナッポ ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 3.68 51.65 3 1 0.00 20 20.00

6 小原 幸枝 ありす ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 失格 失格 失格 失格

8 白松 和豊 エヴァンジェリン椿 トイプードル 失格 失格 失格 失格

1 西脇 靖子 紫媛 トイ ・プードル 欠席 欠席 欠席 欠席

    2014    年    12    月    13    日    A-1 OPDES アジリティ競技会

競技課目 旋回指数

リミットタイム（秒）
コース全長

標準タイム（秒）

AG3ミニ集計

NPO法人 犬の総合教育社会化推進機構



ＡＧ３・ミディアム

パーフェクトラン 0% 63
完走率 0% 95

190
3.0

順位 No 指導手名 犬名 犬種
各犬の旋回

ｽﾋﾟｰﾄﾞ タイム 失敗 拒絶 ﾀｲﾑ減点
障害
減点 減点合計

1 鈴木 美喜 (35)宇宙（そら） トイ ・プードル 失格 失格 失格 失格

3 小松 宏之 響 ミニチュアプードル 失格 失格 失格 失格

4 藤川 浩彦 Ｔｉｂｅｒｉｕｓ 柴 失格 失格 失格 失格

5 尾崎 広利 Ｂolt アメリカン・コッカー・スパニエル 失格 失格 失格 失格

2 西脇 靖子 (35)敦士 トイ ・プードル 欠席 欠席 欠席 欠席

    2014    年    12    月    13    日    A-1 OPDES アジリティ競技会

競技課目 旋回指数

リミットタイム（秒）
コース全長

標準タイム（秒）

AG3ミディアム集計

NPO法人 犬の総合教育社会化推進機構



AG3スタンダード

パーフェクトラン 20% 54
完走率 60% 81

190
3.5

順位 No 指導手名 犬名 犬種
各犬の旋回

ｽﾋﾟｰﾄﾞ タイム 失敗 拒絶 ﾀｲﾑ減点
障害
減点 減点合計

1 7 日野 貴敏 レックス ボーダーコリー 4.68 40.57 0.00 0 0.00

2 4 村田 倫子 ジェームス ボーダーコリー 4.22 45.00 0.00 0 0.00

3 9 森 香織 雅 (みやび) ボーダーコリー 4.48 42.42 2 0.00 10 10.00

4 10 内田 匡美 Fun Fun （ファンファン） ラブラドールレトリバー 4.35 43.68 1 1 0.00 10 10.00

5 6 渡辺 京子 花菜多 ボーダーコリー 4.28 44.37 2 0.00 10 10.00

6 1 谷 和雄 (45)シルフィー イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル 2.84 66.80 12.80 0 12.80

2 森實 美智子 海 ボーダーコリー 失格 失格 失格 失格

3 小野 智恵美 Baby ラブラドール・レトリバー 失格 失格 失格 失格

5 小林 智恵子 亜美ちゃん ボーダーコリー 失格 失格 失格 失格

8 秋池 伸子 フィリップ ボーダーコリー 失格 失格 失格 失格

    2014    年    12    月    13    日    A-1 OPDES アジリティ競技会

競技課目 旋回指数

リミットタイム（秒）
コース全長

標準タイム（秒）

AG3スタン集計

NPO法人 犬の総合教育社会化推進機構



ＡＧ３・ラージ

パーフェクトラン 20% 54
完走率 60% 81

190
3.5

順位 No 指導手名 犬名 犬種
各犬の旋回

ｽﾋﾟｰﾄﾞ タイム 失敗 拒絶 ﾀｲﾑ減点
障害
減点 減点合計

1 4 藤崎 尚志 隼 ボーダーコリー 5.14 36.93 0.00 0 0.00

2 8 河野 亜衣 バルドル スタンダード・プードル 3.70 51.36 0.00 0 0.00

3 3 前田 幹夫 Jean-Lee ボーダーコリー 4.86 39.09 1 0.00 5 5.00

4 1 山本 雅子 Paze ボーダーコリー 4.70 40.41 1 0.00 5 5.00

5 5 畠山 博行 ハリィー ボーダーコリー 4.47 42.53 1 1 0.00 10 10.00

6 10 森實 美智子 空 ボーダーコリー 4.49 42.29 3 0.00 15 15.00

2 荒川 裕子 オリオン(Orion) ボーダーコリー 失格 3 失格 失格 失格

6 森実 麻子 ルカ ラブラドール・レトリバー 失格 失格 失格 失格

7 大坪 美紀 シンバ ボーダーコリー 失格 1 失格 失格 失格

9 松岡 憲孝 スワン ボーダーコリー 失格 2 失格 失格 失格

    2014    年    12    月    13    日    A-1 OPDES アジリティ競技会

競技課目 旋回指数

リミットタイム（秒）
コース全長

標準タイム（秒）

AG3ラージ集計

NPO法人 犬の総合教育社会化推進機構


