
第14回エクストリーム決勝大会2012・ミニチュア総合
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

1 210 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 19.82 19.82

2 225 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 19.94 19.94

3 220 大久保 鉄也
オオクボ テツヤ

ぷく ♂ パピヨン 埼玉県 20.14 20.14

4 226 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 20.55 20.55

4 229 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 20.55 20.55

6 234 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 20.62 20.62

7 209 辻本 恭志
ツジモト ヤスシ

ＧＲＡＣＥ
グレイス

♀ ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｺｯｶｰｽﾊﾟﾆｴﾙ 埼玉県 20.70 20.70

8 237 佐藤 忍
サトウ シノブ

ふう ♂ 柴犬 北海道 20.73 20.73

9 219 鈴木 泰子
スズキ ヤスコ

クッキー ♂ ジャックラッセルテリア 静岡県 21.15 21.15

9 227 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 21.15 21.15

9 235 仁田野 龍次
ニタノ リュウジ

パン ♀ ジャックラッセルテリア 愛知県 21.15 21.15

12 233 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 21.25 21.25

13 232 小林 由香里
コバヤシ ユカリ

マキシマス ♂ ジャックラッセルテリア 埼玉県 21.29 21.29

14 228 神藤 由香
カンドウ ユカ

琴
コト

♀ ミックス 愛知県 21.45 21.45

15 204 落合 潤
オチアイ ジュン

凛
リン

♀ 柴犬 静岡県 21.54 21.54

16 211 砂森 聡
スナモリ サトシ

モジ ♂ ジャックラッセルテリア 埼玉県 21.66 21.66

17 205 竹谷 公男
タケヤ キミオ

ハレル ♂ トイプードル 栃木県 21.74 21.74

18 212 長島 茂男
ナガシマ シゲオ

ゆっぴ～ ♂ トイプードル 茨城県 21.99 21.99

19 214 山根 紀水絵
ヤマネ キミエ

くうぽ ♂ トイプードル 埼玉県 22.43 22.43

20 239 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 19.70 3 22.70

21 208 土金 葵
ツチカネ アオイ

ピット ♀ ミックス 埼玉県 23.37 23.37

22 203 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 23.45 23.45

23 202 大木 英知
オオキ ヒデトモ

チャンティー ♀ ジャックラッセルテリア 愛知県 23.58 23.58

24 236 舟田 淳一
フナダ ジュンイチ

ＣＡＮＥ
カーネ

♀ ビーグル 愛知県 23.93 23.93

25 230 西浦 小巻
ニシウラ コマキ

アクセル ♂ スキッパーキ 神奈川 23.96 23.96

26 217 梨本 徹也
ナシモト テツヤ

ハウル ♂ トイプードル 静岡県 24.42 24.42

27 231 山下 利弘
ヤマシタ トシヒロ

チョッパー ♂ ジャックラッセルテリア 東京都 25.26 25.26

28 216 奥山 潤
オクヤマ ジュン

ハリー ♂ パピヨン 埼玉県 25.46 25.46

29 221 京野 真也
キョウノ シンヤ

コムギ ♂ ジャックラッセルテリア 東京都 27.64 27.64

30 215 田尻 俊司
タジリ シュンジ

Ｍick
ミック

♀ ジャックラッセルテリア 広島県 28.28 28.28

31 222 中島 すみ子
ナカジマ スミコ

ミルキー ♀ ｳｴｽﾄﾊｲﾗﾝﾄﾞﾎﾜｲﾄﾃﾘｱ 長野県 27.62 3 30.62

32 238 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 34.08 34.08

33 224 舟田 淳一
フナダ ジュンイチ

犬
ケン

♂ ビーグル 愛知県 42.73 42.73

34 207 溝渕 麻紀子
ミゾブチ アキコ

ターリー ♂ ミニチュアプードル 東京都 43.70 43.70

35 206 大宮 千穂
オオミヤ チホ

空
ソラ

♂ チワワ 神奈川 46.60 46.60

36 218 位田 純志
インデン ジュンジ

ここあ ♀ ミニチュアピンシャー 愛知県 46.91 46.91

37 201 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 27.09 20 47.09

38 213 小幡 香利
オバタ カオリ

ゆず ♀ シーズー 山梨県 60.05 60.05

39 223 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 場外

加算Ｐ


