
第14回エクストリーム決勝大会2012・オープン総合
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

1 515 衣笠 拡敬
キヌガサ ヒロヨシ

リー ♀ ｽﾄﾛﾝｸﾞｱｲﾍﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸﾞ 兵庫県 18.76 18.76

2 511 武井 浩計
タケイ ヒロカズ

オハナ ♀ ボーダーコリー 神奈川 18.82 18.82

3 534 鹿島 正則
カシマ マサノリ

Ｐａｎ
パン

♀ マリノワ 東京都 19.22 19.22

4 507 勝又 明寿
カツマタ アキヒサ

ＭＡＹＡ
マヤ

♀ ボーダーコリー 静岡県 19.28 19.28

5 539 中村 伸太郎
ナカムラ シンタロウ

クレオパトラ ♀ ボーダーコリー 埼玉県 19.58 19.58

6 529 勝又 明寿
カツマタ アキヒサ

ＭＡＲＯ
マロ

♀ ボーダーコリー 静岡県 19.70 19.70

6 531 能代谷 篤士
ノシロヤ アツシ

バーキン選手
センシュ

♂ ボーダーコリー 新潟県 19.70 19.70

8 524 佐治 紀仁
サジ ノリヒト

オリーブ ♀ ボーダーコリー 愛知県 19.82 19.82

9 536 伊藤 静夫
イトウ シズオ

小太郎
コタロウ

♂ ボーダーコリー 埼玉県 19.94 19.94

10 535 有本 孝典
アリモト タカノリ

Ｒaiz
ライズ

♂ オーストラリアンシェパード 東京都 20.10 20.10

11 538 中村 則彰
ナカムラ ノリアキ

ひなた ♀ グローネンダール 岐阜県 20.19 20.19

12 521 森田 正章
モリタ マサアキ

ナルド ♂ オーストラリアンシェパード 東京都 20.35 20.35

13 504 古俣 伸一郎
コマタ シンイチロウ

ボーダーコリー ♀ ボーダーコリー 新潟県 20.83 20.83

14 528 志村 光昭
シムラ テルアキ

ＴＯＰ
トップ

♂ ボーダーコリー 神奈川 20.85 20.85

15 532 伊藤 吉伸
イトウ ヨシノブ

レック ♂ オーストラリアンケルピー 東京都 21.05 21.05

16 530 畠中 有道
ハタナカ アリミチ

Jasmine
ジャスミン

♀ ラブラドールレトリーバー 神奈川 21.12 21.12

17 514 岡部 成樹
オカベ シゲキ

ＡＲＩＥＳ
アリエス

♀ ボーダーコリー 東京都 21.49 21.49

18 527 佐々木 美穂
ササキ ミホ

バーディー ♂ 柴犬 広島県 21.80 21.80

19 503 八木 圭助
ヤギ ケイスケ

マナ ♀ ラブラドールレトリーバー 兵庫県 21.85 21.85

20 522 伊藤 静夫
イトウ シズオ

ARTHUR KING
アーサーキング

♂ ボーダーコリー 埼玉県 22.16 22.16

21 510 大石 一郎
オオイシ イチロウ

メイ ♀ ボーダーコリー 静岡県 20.19 3 23.19

22 526 山﨑 広重
ヤマザキ ヒロシゲ

ティナ ♀ ボーダーコリー 千葉県 20.41 3 23.41

23 509 能代谷
ノシロヤ

篤士
アツシ

扇
セン

♀ ラブラドールレトリーバー 新潟県 23.70 23.70

24 523 松永 緑
マツナガ ミドリ

アンジェ ♀ スタンダードプードル 静岡県 23.87 23.87

25 505 平田 元
ヒラタ ハジメ

海夏
ミイナ

♀ ボーダーコリー 埼玉県 21.23 3 24.23

26 517 畠中 有道
ハタナカ アリミチ

Tiger Pikake
タイガーピカケ

♂ ラブラドールレトリーバー 神奈川 21.55 3 24.55

27 520 黒田 寿男
クロダ ヒサオ

MELODY♪
メロディ

♀ ボーダーコリー 東京都 21.73 3 24.73

28 501 伊藤 静夫
イトウ シズオ

JUPTER
ユピテル

♂ ボーダーコリー 埼玉県 19.99 3 3 25.99

29 525 内堀 徳子
ウチボリ ノリコ

クーチャン ♀ ミックス 埼玉県 26.93 26.93

30 533 武井 浩計
タケイ ヒロカズ

サム ♂ ボーダーコリー 神奈川 23.99 3 26.99

31 519 清田 早苗
キヨタ サナエ

ダイヤ ♀ ホワイトシェパード 神奈川 27.08 27.08

32 513 大屋敷 啓代
オオヤシキ ヒロヨ

一歩
イッポ

♀ ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾍﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸﾞ 静岡県 28.00 28.00

33 537 久保 誠
クボ マコト

アックン ♂ ボーダーコリー 神奈川 30.84 30.84

34 512 野呂 香菜
ノロ カナ

かえで ♀ ロットワイラー 三重県 28.45 3 31.45

35 518 山口 義勇
ヤマグチ ヨシオ

プリン ♂ ボーダーコリー 埼玉県 28.77 3 31.77

36 508 橋本 嗣郎
ハシモト シロウ

風花
フウカ

♀ ボーダーコリー 千葉県 32.14 32.14

37 506 近藤 茂美
コンドウ シゲミ

あられ ♀ シベリアンハスキー 静岡県 33.09 33.09

38 516 竹内 俊雄
タケウチ トシオ

ＡＩＬＥ･ＦＡＹ
アイルフェイ

♀ ボーダーコリー 長野県 38.68 38.68

39 502 矢花 文男
ヤバナ フミオ

あずき ♀ ボーダーコリー 長野県 不通過

加算Ｐ


