
第14回エクストリーム決勝大会2012・ミニチュアハイスピード

順位 ｾﾞｯｹﾝ 出場者氏名 出場犬名 性別 犬 種 住 所 タイム 総合ポイント

1 133 小島 太一
コジマ タイチ

タビ ♂ ミックス 埼玉県 8.52 8.52

2 128 中西 勝利
ナカニシ カツトシ

シマ ♀ ジャックラッセルテリア 東京都 8.57 8.57

3 137 石崎 泰範
イシザキ ヤスノリ

オーティス ♂ ジャックラッセルテリア 埼玉県 8.81 8.81

4 103 中川 昇三
ナカガワ ショウゾウ

ファル ♀ ミックス 埼玉県 8.82 8.82

5 132 後藤 清治
ゴトウ セイジ

花
ハナ

♀ ジャックラッセルテリア 愛知県 8.84 8.84

6 130 丹羽 一喬
ニワ カズタカ

レオン ♂ ジャックラッセルテリア 愛知県 8.90 8.90

7 125 福本 ななせ
フクモト ナナセ

ジル ♂ イタリアングレイハウンド 東京都 8.91 8.91

8 139 砂森 聡
スナモリ サトシ

ぼん ♂ ジャックラッセルテリア 埼玉県 8.98 8.98

9 122 小島 太一
コジマ タイチ

瑠歌
ルカ

♀ コッカープー 埼玉県 9.06 9.06

9 124 平沼 恭子
ヒラヌマ キョウコ

天羅
テラ

♀ シェットランドシープドッグ 東京都 9.06 9.06

11 121 砂森 聡
スナモリ サトシ

おうめ ♀ ジャックラッセルテリア 埼玉県 9.07 9.07

12 123 古俣 恭太
コマタ キョウタ

デヴィ ♀ ミニチュアプードル 新潟県 9.08 9.08

13 101 宇佐美 和宏
ウサミ カズヒロ

ルビー ♀ コイケルホンディエ 埼玉県 9.09 9.09

14 114 佐藤 司
サトウ ツカサ

あんず ♀ トイプードル 静岡県 9.10 9.10

15 134 清水 実
シミズ ミノル

ミルヒ ♀ ジャックラッセルテリア 東京都 9.15 9.15

16 127 神藤 由香
カンドウ ユカ

琴
コト

♀ ミックス 愛知県 9.17 9.17

17 109 小島 太一
コジマ タイチ

音々
ネネ

♀ コッカープー 埼玉県 9.21 9.21

18 113 平沼 恭子
ヒラヌマ キョウコ

Pink Dolphin
ピンクドルフィン

♀ シェットランドシープドッグ 東京都 9.23 9.23

19 126 石崎 泰範
イシザキ ヤスノリ

ソフィ ♀ ジャックラッセルテリア 埼玉県 9.24 9.24

20 138 大野 祐子
オオノ ユウコ

オスカー ♂ ジャックラッセルテリア 神奈川 9.26 9.26

21 102 長島 茂男
ナガシマ シゲオ

ゆっぴ～ ♂ トイプードル 茨城県 9.33 9.33

22 111 清水 京子
シミズ キョウコ

エルデ ♂ ジャックラッセルテリア 東京都 9.37 9.37

23 117 荒川 美穂
アラカワ ミホ

咲
サキ

♀ シェットランドシープドッグ 愛知県 9.39 9.39

24 107 梨本 徹也
ナシモト テツヤ

ハウル ♂ トイプードル 静岡県 9.54 9.54

25 104 高田 明
タカダ アキラ

モコ ♀ トイプードル 埼玉県 9.56 9.56

26 120 長島 茂男
ナガシマ シゲオ

あとむ☆ ♂ シェットランドシープドッグ 茨城県 9.58 9.58

27 108 佐藤 忍
サトウ シノブ

りん ♀ 柴犬 北海道 9.71 9.71

28 131 安達 宏之
アダチ ヒロユキ

ラスク ♂ ｷｬﾊﾞﾘｱｷﾝｸﾞﾁｬｰﾙｽﾞｽﾊﾟﾆｴﾙ 新潟県 9.80 9.80

29 105 平沼 舞
ヒラヌマ マイ

Minimoni
ミニモニ

♀ シェットランドシープドッグ 東京都 9.86 9.86

30 115 古俣 伸一郎
コマタ シンイチロウ

ｺｲｹﾙﾎﾝﾃﾞｨｴ ♀ コイケルホンディエ 新潟県 10.05 10.05

31 118 塚本 佐由理
ツカモト サユリ

ポット ♀ ミックス 千葉県 11.21 11.21

32 106 伊東 ななみ
イトウ ナナミ

椿
ツバキ

♀ ミックス 東京都 12.12 12.12

33 112 浦野 真
ウラノ マコト

ウォルフ ♂ ﾌﾟﾗｼｭｽｷｰ･ｸﾘｻｼﾞｰｸ 東京都 14.36 14.36

34 135 平沼 恭子
ヒラヌマ キョウコ

姫羅
キラ

♀ シェットランドシープドッグ 東京都 15.69 15.69

35 116 常信 麻紀子
ジョウシン マキコ

良曲
リョウマ

♂ イタリアングレイハウンド 東京都 17.40 17.40

36 110 寺島 大蔵
テラシマ ダイゾウ

たっく ♂ ミニチュアプードル 大阪府 18.95 18.95

37 129 福本 真由美
フクモト マユミ

モカペピート ♂ イタリアングレイハウンド 東京都 21.88 21.88

38 119 梨本 徹也
ナシモト テツヤ

シュクル ♀ トイプードル 静岡県 ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ

39 136 加賀谷 育子
カガヤ イクコ

クール ♂ 柴犬 東京都 不通過

加算Ｐ


