
■フリスビードッグ部門 ビギナークラス 

順位 飼い主名 犬名 犬種 1Ｒ 決勝 合計 

1 内原 淳子 MOL ボーダーコリー 39 17 56 

2 藤田 義嗣 もも ボーダーコリ 22 24 46 

3 辻元 敏宏 レピオス フラットコーテッド 28 18 46 

4 大隅 紅葉 リュウ パピヨン 30 10 40 

5 今井 貴浩 ルーシー ボーダーコリー 17 10 27 

6 岡本 行央 ラン ボーダーコリ 16  16 

7 山川 展弘 サラ Ｇシェパード 12  12 

8 

外川 早苗 ぼたん ゴールデン 8  8 

宮本  史 こたろう ボーダーコリー 8  8 

中野 篤信 リサ ボーダーコリー 8  8 

松原 宏次 アスター ボーダーコリー 8  8 

※ 2・3 位は合計が同ポイントのため、決勝ラウンドの点数が多いチームが上位となります。 



 

■フリスビードッグ部門 レトリーブクラス 

順位 飼い主名 犬名 犬種 1Ｒ 決勝 合計 

1 東  清子 あさり ホワイトシェパード 37 38 757 

2 柳本 英幸 しんしあ パピヨン 35 37 72 

3 辺見 浩司 ノアール トイプードル 33 31 64 

4 藤田 義嗣 そら ボーダーコリ 34 20 54 

5 辻元 美南 レピオス フラットコーテッド 32 20 52 

6 納 佐知子 オリーブ ボーダーコリー 30  30 

7 塩野 繭子 マッシュ トイプードル 29  29 

8 山川由美子 のあん シェルティ 29  29 

9 中川 マイルス ボーダー 28  28 

10 松原 宏次 アスター ボーダーコリー 27  27 

11 宮本公美子 こたろう ボーダーコリー 27  27 

12 山田  綾 福 MI シュナウザー 26  26 

13 足立 知子 POOH（プー） ラブラドール 25  25 

14 藤原 優子 祭（マツリ） ポメラニアン 24  24 

15 富樫  綾 ナッツ EC スパニエル 23  23 

16 塩野 繭子 パナッシュ トイプードル 22  22 

17 世木 一夫 れお ボーダーコリー 21  21 

18 萱島 梨恵 マロン MIX 21  21 

19 寺田 雅子 ロック ウェルシュテリア 20  20 

20 藤原 優子 太一（タイチ） ポメラニアン 19  19 

21 小林 純子 メイプル ラブラドール 5  5 

22 納 佐知子 アンジー ボーダーコリー キャンセル 

 



 

■アジリティ部門 ノービス 1 ミニ 

順位 飼い主名 犬名 犬種 タイム（SEC） 

決勝 
1 高山 美左 NOIA ジャックラッセルテリア 13.10 

2 塩尻 桂子 めい ジャックラッセルテリア 14.79 

3 中野 篤信 ミニー トイプードル 14.85 

4 石原 和枝 バディ ジャックラッセル 15.02 

5 藤原 優子 太一（タイチ） ポメラニアン 16.08 

6 前田  瞳 ハル ジャックラッセルテリア 17.08 

7 仲本 佳和 チョコラ トイ プードル 17.42 

8 今中 美佳 レオ ミニチュアピンシャー 18.85 

9 柳本 英幸 しんしあ パピヨン 22.15 

10 今中 美佳 クレア イタグレ 24.30 

757 
11 稲岡 あい BISC ヨーキー 24.99 

 

桂  文子 レオ ビーグル 
失格 

小川ゆきえ 珊瑚（サンゴ） ジャックラッセルテリア 

志賀亜左子 ラム トイ・プードル キャンセル 

 

■アジリティ部門 ノービス 1 スタンダード 

順位 飼い主名 犬名 犬種 タイム（SEC） 

決勝 
1 古賀 好恵 リズム ボーダーコリー 12.42 

2 納 佐知子 オリーブ ボーダーコリー 13.68 

3 東  清子 あさり ホワイトシェパード 14.10 

4 世木 静香 まろ ボーダーコリー 14.21 

5 吉本屋昭江 キアラ G・シェパード 14.48 

6 入屋 和美 レン ボーダーコリー 15.49 

 



 

■アジリティ部門 初跳びビギナー ミニ 

順位 飼い主名 犬名 犬種 1 走 

合計 

2 走 

14.21 
1 中野 篤信 ミニー トイプードル 27.60 8.908.908.908.90    

2 小川あつや 凪（なぎ） ジャックラッセル 30.30 10.7710.7710.7710.77    

3 萱島 梨恵 マロン MIX 16.90 11.3611.3611.3611.36    

4 小林貴永子 あずき 黒柴犬 17.08 11.8711.8711.8711.87    

5 辺見 浩司 ノアール トイプードル 14.87 13.9413.9413.9413.94    

6 田畑 隆明 雪 ジャックラッセル 失格 17.0617.0617.0617.06    

7 藤原 優子 祭（マツリ） ポメラニアン 17.5017.5017.5017.50    21.17 

8 今中 美佳 ノエル ミニピン 31.64 18.4118.4118.4118.41    

 

■アジリティ部門 初跳びビギナー スタンダード 

順位 飼い主名 犬名 犬種 1 走 

合計 

2 走 

14.21 
1 中安  智 くり A シェパード 13.8313.8313.8313.83    15.91 

2 小林貴永子 セナ ゴールデン 22.34 17.1017.1017.1017.10    

3 澤見 千晶 グレッチ ラブラドール 19.84 19.1919.1919.1919.19    

4 松尾 由佳 ロビン ゴールデン 失格 26.3826.3826.3826.38    

5 今中 美佳 カイル イタグレ 失格 27.1427.1427.1427.14    

6 大藤 寛子 マキ ラブラドール 33.73（5） 28.2728.2728.2728.27    

7 西  歌苗 ナナ フラッティ 44.3944.3944.3944.39（（（（5555））））    失格 

8 藤原 順子 かいわれ アイリッシュセター 49.0149.0149.0149.01（（（（5555））））    失格 

※（▲）は減点ポイント 



 

■ギグレース部門 初ギグ 

順位 飼い主名 犬名 犬種 タイム（SEC） 

決勝 
1 小川ゆきえ 珊瑚 ジャックラッセルテリア 15.69 

2 小川あつや 凪 ジャックラッセルテリア 15.70 

 

■カニクロス部門 カニクロス 

順位 飼い主名 犬名 犬種 タイム（SEC） 

決勝 
1 仲本 佳和 

 

チョコラ トイプードル 15.20 

 

■カニクロス部門 初カニクロス 

順位 飼い主名 犬名 犬種 タイム（SEC） 

決勝 
1 塩野 卓弥 マッシュ トイプードル 7.47 

2 藤原 和正 ホーリー フラッティ 8.50 

3 服部 佳史 チェリー フラッティ 9.04 

4 宮本  史 ちゃずけ A シェパードシェパード 9.26 

5 納 佐知子 アンジー ボーダーコリー 9.74 

6 柳本 碧衣 しんしあ パピヨン 9.89 

7 眞島 和美 ジュニア トイプードル 10.30 

8 西  歌苗 ナナ フラッティ 10.53 

9 眞島 和美 茶々 トイプードル 11.03 

 

 


