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三重県津市あのつ台
中勢北部サイエンスシティ
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11
／
2
（日）

 8:15 選手受付

 8:45 ノミネート選手スタンバイ

 9:00 選手入場／メダル授与式／2013レディース・スモールドッグ・フリーフライト チャンピオンカップ返還

 9:30 開会式

10:05 レディースチャンピオンシップ 予選1Ｒ①

11:00 レディースチャンピオンシップ 予選1Ｒ②

12:00 スモールドッグチャンピオンシップ 予選2Ｒ①

12:40 スモールドッグチャンピオンシップ 予選2Ｒ②

13:20 D-1 MAX練習開放（10分間）

13:40 D-1 MAX 2ndステージ

14:30 レディースチャンピオンシップ 決勝（7チーム）

 スモールドッグチャンピオンシップ 決勝（5チーム）

15:15 表彰式・閉会式

15:45 終了

10:00 スモールドッグチャンピオンシップ 予選1Ｒ①

10:40 スモールドッグチャンピオンシップ 予選1Ｒ②

11:20 D-1 MAX練習開放（10分間）

11:40 D-1 MAX 1stステージ

12:20 レディースチャンピオンシップ 予選2Ｒ①

13:20 レディースチャンピオンシップ 予選2Ｒ②

14:20 終了

10:00 グランドチャンピオンシップセミファイナル 予選1Ｒ①

10:50 グランドチャンピオンシップセミファイナル 予選1Ｒ②

12:10 グランドチャンピオンシップセミファイナル 予選2Ｒ①

13:00 グランドチャンピオンシップセミファイナル 予選2Ｒ②

13:50 各種目ヒート犬 予選1･2R

14:20 終了

11
／
1
（土）

A コート Ｂ コート Ｃ コート

 8:00 選手受付

 8:30 ノミネート選手スタンバイ

 8:45 選手入場／メダル授与式／ユースオープン優勝旗返還／2013ユースオープンチャンピオンカップ返還

 9:15 開会式

 9:45 ユースオープンの部 予選1Ｒ①

10:40 ユースオープンの部 予選1Ｒ②

11:35 ユースオープンの部 予選1Ｒ③

12:30 シニアドッグの部 予選2Ｒ

13:25 ペアの部 予選①

13:55 ペアの部 予選②

14:25 ユースオープンの部 団体戦 決勝（ 　　　）

 シニアドッグの部 決勝（5チーム）

 ペアの部　 決勝（5チーム）

 ユースオープンの部 個人戦 決勝（3チーム）

15:50 表彰式・閉会式

16:30 終了

 9:45 シニアドッグの部 予選1Ｒ

10:40 ユースオープンの部 予選2Ｒ①

11:35 ユースオープンの部 予選2Ｒ②

12:30 ユースオープンの部 予選2Ｒ②

13:25 記念大会 予選2Ｒ②

14:50 終了

 9:45 レディースチャンピオンシップセミファイナル 　予選1Ｒ

10:35 記念大会 予選1Ｒ①

11:25 記念大会 予選1Ｒ②

12:15 レディースチャンピオンシップセミファイナル 　予選2Ｒ

13:05 記念大会 予選2Ｒ①

13:55 各種目ヒート犬 予選1･2R

14:25 終了

2014年度   表 彰 式 典
●会場：三重総合文化センター男女共同参画棟セミナー室C
                （津市一身田上津部田1234 TEL：059-233-1111）

●日時：2014年11月2日（日）　18：30～

３団体
12チーム

11
／
3
（月）

 7:45 選手受付

 8:15 ノミネート選手スタンバイ

 8:30 選手入場／メダル授与式／2013グランドチャンピオンカップ返還

 8:55 開会式

 9:20 グランドチャンピオンシップファイナルラウンド 予選1Ｒ①

10:10 グランドチャンピオンシップファイナルラウンド 予選1Ｒ②

11:00 グランドチャンピオンシップファイナルラウンド 予選1Ｒ③

11:50 グランドチャンピオンシップファイナルラウンド 予選2Ｒ①

12:40 グランドチャンピオンシップファイナルラウンド 予選2Ｒ②

13:30 グランドチャンピオンシップファイナルラウンド 予選2Ｒ③

14:30 グランドチャンピオンシップグランドファイナル 決勝（7チーム）

14:50 表彰式・閉会式

15:10 終了

11:00 ヒート犬 予選1Ｒ

12:30 ヒート犬 予選2Ｒ

13:00 終了

 



2

○ ユースオープンの部 チャンピオン決定戦 団体戦：都道府県 上位４チーム／個人戦：年間ランキング上位80チーム

ブロック № 氏　　名 犬　名 犬　　種ブロック № 氏　　名 犬　名 犬　　種 ランキングランキング
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 1  高谷　俊匡 ちょい四郎 ラブラドール 126

 2  中村　優斗 Charo ボーダーコリー 1

 3  磯上　房男 すず ボーダーコリー 9

 4  磯上　淳子 Leo ボーダーコリー 119

 5  齋藤健太郎 Kailua-Kona ボーダーコリー 5

 6  齋藤　彩子 Kailua-Kona ボーダーコリー 45

 7  齋藤　彩子 Jasmine ボーダーコリー 74

 8  江連ふみか ちび ボーダーコリー 122

 9  中山　克巳 クレア ラブラドール 39 

 10  今井　照明 鬼平 Ｗシェパード 7

 11  遠藤　　一 リラン ボーダーコリー 24

 12  遠藤　匠真 なな ボーダーコリー 91

 13  池谷愛美子 LIO ボーダーコリー 104

 14  池元　英彦 Funk ゴールデン 17

 15  大石　邦晶 Kerry ラブラドール 36

 16  布川　真広 やまと ボーダーコリー 44

 17  大石　邦晶 Vicky ラブラドール 53

 18  中辻　邦子 ぽてち ボーダーコリー 54

 19  小山　　隆 REBECCA グローネンダール 8

 20  田澤　秀孝 ボータン ボーダーコリー 11

 21  吉澤　憲一 そら ボーダーコリー 13

 22  増田雄太郎 虎二郎 Ａシェパード 14

 23  水野　　潤 太陽 ボーダーコリー 15

 24  平岡　啓子 アビィ NZヘディングドッグ 21

 25  宇佐美　敏 Sara ウィペット 33

 26  竹内　聖欽 ロイ Ｗシェパード 34

 27  宇佐美　敏 Pitt ウィペット 66

 28  田澤　恵理 ボータン ボーダーコリー 69

 29  石井　将司 はち ボーダーコリー 4

 30  石井　将司 いち ボーダーコリー 12

 31  小島　聖一 ミナ ボーダーコリー 25

 32  芝田真紀子 ナッツ ボーダーコリー 77

 33  本郷　雅英 楽ら ラブラドール 22

 34  越村　義彦 連山 ボーダーコリー 108

 35  越村　義彦 大和 ボーダーコリー 115

 36  篠崎　　亮 菊一 ウィペット 28

 37  深谷　浩之 Ｘ ウィペット 3

 38  村山明日香 弥七 ボーダーコリー 51

 39  深谷　里美 小夜 ウィペット 60

 40  長屋由起子 Rutile ウィペット 62

 41  新津　芳博 グリスン ベル ボーダーコリー 42

 42  高橋久里子 cheburashka バーニーズＭＤ 41

 43  阪野　錠一 こまち15号 ボーダーコリー 58

 44  植田　浩昭 HARU ボーダーコリー 94

 45  西村　久志 フィックス ボーダーコリー 16

 46  亀田　龍也 SAN ボーダーコリー 27

 47  西村　久志 Rock ボーダーコリー 52

 48  亀井　伸介 ウェンディ ボーダーコリー 56

 49  松野　拓治 MERCI ボーダーコリー 75

 50  北中　泰生 ORB ボーダーコリー 10

 51  油利　　享 サラ ボーダーコリー 20

 52  油利　　享 デューク ボーダーコリー 40

 53  飯室　　浩 カノン Ａシェパード 43

 54  松浦　哲也 めるも Ｗシェパード 55

 55  松尾　拓弥 アイラ Ａシェパード 31

 56  山下　晋一 しずく ラブラドール 57

 57  東　　修司 オレオ ボーダーコリー 70

 58  峰岸　克英 スイープ ボーダーコリー 76

 59  宮本　　史 こたろう ボーダーコリー 46

 60  上田　隆行 桜子 ゴールデン 49

 61  吉川　享史 カイル ボーダーコリー 50

 62  上田　光子 桃子 ゴールデン 84

 63  鞍谷紗弥香 sirius ボーダーコリー 80

 64  山中　繁樹 Ruby ラブラドール 97

 65  高橋真衣子 ASHULY ゴールデン 78

 66  古奥　理佳 りく ボーダーコリー 99

 67  片岡　裕貴 HIRO ボーダーコリー 32

 68  柴村　亮佑 CHARIS ボーダーコリー 2

 69  中島　俊明 ジーク ウィペット 47

 70  川嶋　久美 LUCE ボーダーコリー 65

 71  柴村　健治 COSMO ボーダーコリー 89

 72  上野平ミユキ 華蓮 ボーダーコリー 102

 73  大城　康弘 Orfevre ボーダーコリー 26

 74  大城　恵美 レオン ウィペット 61

 75  鶴田英二郎 Ciel ボーダーコリー 59

 76  岡山　伸一 Erda ボーダーコリー 6

 77  岡山　裕子 天龍 ボーダーコリー 30

 78  藤元　夏希 うに ボーダーコリー 35

 79  岡山　伸一 Mary ボーダーコリー 100

出場リスト

青森県

宮城県

京都府

香川県

長
崎
県

熊本県

佐賀県

■■は、団体戦対象チーム
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№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 －は、出場辞退チーム№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地

○ シニアドッグの部 チャンピオン決定戦 年間ランキング上位25チーム 

 16 有馬智津子 テト ボーダーコリー 埼玉県

 － 山田　　仁 エルダ ラブラドール 新潟県

 18 本郷　雅英 楽ら ラブラドール 富山県

 19 新津　芳博 Wild Beast ボーダーコリー 静岡県

 20 松本　　毅 MICHEL ボーダーコリー 青森県

 21 伊奈　祐次 グラン ボーダーコリー 愛知県

 22 松浦　哲也 うらん Ｗシェパード 京都府

 23 島本　富生 Beak ボーダーコリー 徳島県

 24 瀧浦　慶郎 エール ボーダーコリー 大阪府

 25 木下　　誠 REO ボーダーコリー 兵庫県

 26 対馬　和幸 rea ボーダーコリー 神奈川県

 27 吉川　正彦 VODKA Ａシェパード 兵庫県

 28 澤　　幹子 綺羅 ボーダーコリー 大阪府

 29 正木　成人 小菊 ウィペット 奈良県

 30 稲葉　秀昭 みんちょ ボーダーコリー 神奈川県

 

☆は、2013年度シニアドッグの部チャンピオン
－は、出場辞退チーム

 1☆ 深谷　浩之 TIGA ウィペット 岐阜県

 2 小川真由美 James Moriarty ボーダーコリー 静岡県

 3 荻野　隆行 くらら ラブラドール 大阪府

 － 長屋　隆司 Jake ウィペット 岐阜県

 5 中川　剛彦 凛子 ボーダーコリー 広島県

 6 空野　正志 さいら ラブラドール 兵庫県

 7 東條　浩一 ライズ ボーダーコリー 三重県

 8 池元　英彦 Funk ゴールデン 千葉県

 9 宮迫　裕二 TRAD ボーダーコリー 京都府

 10 山口　朋孝 Rusty ボーダーコリー 兵庫県

 11 助定　潤司 モナ ボーダーコリー 兵庫県

 － 山田　　仁 ウーパー ウィペット 新潟県

 13 河野　和則 ラブ ラブラドール 大阪府

 14 中村　清則 JACK ボーダーコリー 宮城県

 15 後藤　公彦 雅楽 ボーダーコリー 埼玉県

№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 № 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地

○ D-1 MAX チャンピオンシップ 年間ランキング上位17チーム

  1   澤　　幹子 AILA ボーダーコリー 大阪府

 2 間　　美加 Digital ボーダーコリー 福岡県

 3 澤　　幹子 SID ボーダーコリー 大阪府

 4 南　　浩一 GLORY ボーダーコリー 兵庫県

 5 新津　芳博 Wild Leo ボーダーコリー 静岡県

 6 橋間　正信 雷地 ウィペット 東京都

 7 新津　芳博 グリスン ベル ボーダーコリー 静岡県

 8 菅野欣一郎 リージェイ ボーダーコリー 山形県

－は、出場辞退チーム

  西前まな美   
 12  mira ボーダーコリー 福岡県
  吉武　竜司   
    
  村井知恵美   
 13  ニコ Ａシェパード 滋賀県
  村井　哲也   
    
  福尾　美穂   
 14  ソニック ストロングアイ 奈良県
  北川　安洋   
    
  長屋由起子   
 15  Rutile ウィペット 岐阜県
  長屋　隆司   
    
  村井知恵美   
 16  ハグ Ａシェパード 滋賀県
  村井　哲也   
    
  柏原　璃菜   
 －  ACUTO ボーダーコリー 大分県
  柏原　克彦   
    
  中川ゆかり   
 18  デューク ボーダーコリー 滋賀県
  油利　　享   
    
  伊藤微笑子   
 19  しおん ボーダーコリー 岐阜県
  伊藤　嘉信   
    
 　 深見　早苗   
 20  Cuore ボーダーコリー 岐阜県
  深見　秀隆   
    
  水野由紀子   
 21  太陽 ボーダーコリー 東京都
  水野　　潤   

  北川　伊織   
 1  GOKOO NZヘディングドッグ 岡山県
  福尾　光一   
    
  佐藤真理子   
 2  山女 ボーダーコリー 岩手県
  岸本　和人   
    
  木下ゆみえ   
 3  Lark ボーダーコリー 徳島県
  島本　圭悟   
    
  中西　香里   
 4  ふぁん太 ボーダーコリー 大阪府
  上田　　彰   
    
　  石川　恵子   
 5  鬼平 Ｗシェパード 埼玉県
  今井　照明   
    
  川嶋　久美   
 6  SWAN ボーダーコリー 福岡県
  田口　京介   
    
  有馬智津子   
 7  舞 ボーダーコリー 新潟県
  小諸　一男   
    
  高橋　純代   
 8  ルーカス ボーダーコリー 東京都
  福島　則行   
    
　  中村　信子   
 9  Watts ウィペット 千葉県
  中村　裕司   
    
  岡山　裕子   
 10  Erda ボーダーコリー 鹿児島県
  岡山　伸一   
    
  今井　直美   
 11  ライヴ ストロングアイ 埼玉県
  石川喜久男   

○ ペアの部 チャンピオン決定戦 年間ランキング上位20チーム

－は、出場辞退チーム

№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 № 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 № 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地



№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地

○ レディースチャンピオンシップ セミファイナルラウンド 上位10チームがファイナルラウンド出場 

●第2ノミネート（年間ランキング46～70位）

▲は、シーズン途中出場辞退チーム
－は、ノミネート確定後出場辞退チーム

 ▲ 岩下　理佐 ヨギ ボーダーコリー 鹿児島県

 47 木下ゆみえ REO ボーダーコリー 兵庫県

 － 磯部　輝代 富士 ボーダーコリー 東京都

 49 松尾　清美 アイラ Ａシェパード 大阪府

 － 渋谷　典代 一翔 ボーダーコリー 岡山県

 － 青柳　愛佳 アクロ ボーダーコリー 北海道

 52 成田　千恵 Milan ボーダーコリー 北海道

 53 石川　理絵 LEON ボーダーコリー 大阪府

 － 高桑　真紀 Ｂ ボーダーコリー 大阪府

 55 青田　恵子 瑠璃 ボーダーコリー 兵庫県

 56 石川　理絵 Mia ボーダーコリー 大阪府

 － 杉本　恵子 Pilica Kamuy ボーダーコリー 北海道

 58 宮永　陽子 橙 ボーダーコリー 兵庫県

 59 岡山　裕子 天龍 ボーダーコリー 鹿児島県

 ▲ 菊地　敦子 琥珀 ボーダーコリー 青森県

 60 斉藤　裕子 Lino ボーダーコリー 兵庫県

 61 間　　美加 Durandal ボーダーコリー 福岡県

 － 湯本　紀子 ルディ･エクレール ボーダーコリー 栃木県

 63 杉田　春美 ドビー ボーダーコリー 三重県

 － 田崎　愛弓 NEO ボーダーコリー 広島県

 65 高橋真衣子 PORTIA ボーダーコリー 広島県

 － 保宗　幸子 くくる ボーダーコリー 兵庫県

 67 佐藤真理子 藍 ボーダーコリー 岩手県

 68 和田　　瞳 芋 ボーダーコリー 千葉県

 69 滝　　貴子 JAM ROCK ボーダーコリー 愛知県

 70 栗原　孝子 れん ラブラドール 東京都

○ レディースチャンピオンシップ 年間ランキング上位45チーム

№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 № 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地

 1 荻野　明美 蓮 ボーダーコリー 大阪府

 2 高橋　純代 Iris ボーダーコリー 神奈川県

 3 高橋　未夢 綱手 ボーダーコリー 神奈川県

 4 片岡千賀子 HIRO ボーダーコリー 香川県

 5 間　　美加 Deep Sky ボーダーコリー 福岡県

 6 天野　佳子 杏 ボーダーコリー 東京都

 7 高橋　未夢 rosy ボーダーコリー 神奈川県

 8 北川　伊織 シルフィー ボーダーコリー 奈良県

 9☆ 石渡由美子 Dione ボーダーコリー 神奈川県

 10 片岡千賀子 sweep ボーダーコリー 香川県

 11 中西　香里 ふぁん太 ボーダーコリー 大阪府

 12 栗原　孝子 アビィ NZヘディングドッグ 東京都

 13 川嶋　久美 SWAN ボーダーコリー 福岡県

 14 柏木真理子 CLIFFORD ボーダーコリー 青森県

 15 青田　恵子 LIKE ボーダーコリー 兵庫県

 16 菅野　洋子 ウィンディー ボーダーコリー 山形県

 17 斉藤真由美 未来 ボーダーコリー 宮城県

 18 高木のどか ロビン ボーダーコリー 東京都

 19 木田　和夏 Sunway ボーダーコリー 大阪府

 20 西前まな美 SUN ボーダーコリー 熊本県

 21 前野　　直 SKY ボーダーコリー 東京都

 22 遠山　修子 GENTIL NZヘディングドッグ 熊本県

 23 石渡由美子 Yukky ボーダーコリー 神奈川県

 24 増田　真代 虎二郎 Ａシェパード 東京都

 25 磯上　淳子 すず ボーダーコリー 茨城県

 26 斉藤　裕子 Serieux ボーダーコリー 兵庫県

 27 間　　美加 Digital ボーダーコリー 福岡県

 28 高木　里美 ロビン ボーダーコリー 東京都

 29 福田　智穂 アーシュ ウィペット 東京都 

 30 荻野　明美 ＦＬＹ ボーダーコリー 大阪府

 31 瀧浦　容子 エール ボーダーコリー 大阪府

 32 伊藤微笑子 しおん ボーダーコリー 岐阜県

 33 宇佐美友美 Sara ウィペット 東京都

 34 三五　祐子 NIKE ボーダーコリー 新潟県

 35 大野　三鈴 来羅 ボーダーコリー 東京都

 － 松尾　直美 AERA ボーダーコリー 長崎県

 37 石川　恵子 リンク ボーダーコリー 埼玉県

 38 泉澤　順子 華蓮 ボーダーコリー 岩手県

 39 荻野　明美 GISELE ボーダーコリー 大阪府

 40 岡山　裕子 Erda ボーダーコリー 鹿児島県

 41 佐野美由紀 烈火 ボーダーコリー 東京都

 42 中川　由美 瑠可 ボーダーコリー 広島県

 43 團野　美佳 Ｊ－１ ラブラドール 大阪府

 44 藁品　恵子 マチャマチャ Ａシェパード 東京都

 45 平岡　喜代 彼巫女 ミックス 奈良県

 46 深谷里美 小夜 ウィペット 岐阜県

 ▲ 小松崎優美 リヴ ボーダーコリー 茨城県

4

出場リスト

☆は、2013年度レディースチャンピオン
▲は、シーズン途中出場辞退チーム
－は、ノミネート確定後出場辞退チーム
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№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 № 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地

 76 福田　吉宏 アーシュ ウィペット 東京都

 － 木内　隆行 ぴぃち ボーダーコリー 神奈川県

 78 伊藤　嘉信 しおん ボーダーコリー 岐阜県

 － 松尾　　至 NOVA ボーダーコリー 長崎県

 80 川崎　良輝 HYOGO ラブラドール 兵庫県

 81 青田　好史 Hearty Bond ボーダーコリー 兵庫県

 82 川崎　良輝 SANMIYA ラブラドール 兵庫県

 83 間　　禎永 Digital ボーダーコリー 福岡県

 84 東條　浩一 きらり ボーダーコリー 三重県

 85 山本　浩隆 ハルキ ボーダーコリー 秋田県

 86 上田　　彰 Cross ボーダーコリー 大阪府

 － 亀井　伸介 Quark ボーダーコリー 三重県

 88 大谷　光浩 Dale ボーダーコリー 東京都

 89 間　　禎永 Kris-S ボーダーコリー 福岡県

 90 西山　哲也 陽向 ボーダーコリー 兵庫県

 91 松尾　　実 アイラ Ａシェパード 大阪府

 92 荻野　隆行 蓮 ボーダーコリー 大阪府

 93 小井　　正 リベニーノ ボーダーコリー 大阪府

 94 大野　幸二 紅羽 ボーダーコリー 東京都

 95 伊原　明良 GIAN ボーダーコリー 千葉県

 96 滝　　修二 Zoe ボーダーコリー 愛知県

 97 和田陵太郎 Selene ボーダーコリー 愛媛県

 98 長谷　哲哉 梵天丸 ボーダーコリー 兵庫県

 99 田渕　義博 CHIEN VERITE ボーダーコリー 京都府

 100 富永　和彦 愛来 ストロングアイ 奈良県

 51 友田　雅美 ミルト NZヘディングドッグ 奈良県

 － 市川　雅士 Mimosa ボーダーコリー 静岡県

 53 木下　　誠 Ｊ×Ｊ ボーダーコリー 兵庫県

 54 中川　剛彦 凛子 ボーダーコリー 広島県

 55 小堀　清和 Kelly Slater ボーダーコリー 千葉県

 56 須貝ひとみ Lien ボーダーコリー 岐阜県

 57 川崎　良輝 KANSAI ラブラドール 兵庫県

 58 永田　明美 MikeReinbach ボーダーコリー 北海道

 59 有馬　　真 Chappy ボーダーコリー 埼玉県

 60 谷越久仁夫 環菜 ボーダーコリー 岩手県

 61 荻野　隆行 仁 ボーダーコリー 大阪府

 62 宮迫　裕二 BROOKS ボーダーコリー 京都府

 63 永田　　亨 MikeReinbach ボーダーコリー 北海道

 64 小諸　一男 舞 ボーダーコリー 新潟県

 65 田口　京介 フレイヤ ボーダーコリー 福岡県

 66 有馬智津子 Chappy ボーダーコリー 埼玉県

 67 一柳　浩一 くろべぇ ミックス 佐賀県

 68 間　　禎永 Deep Sky ボーダーコリー 福岡県

 69 大谷　光浩 るっちょ ボーダーコリー 東京都

 70 藁品　隆章 マチャマチャ Ａシェパード 東京都

 71 池谷　岳人 LIO ボーダーコリー 埼玉県

 － 堀口　　勉 がんも ボーダーコリー 茨城県

 73 木田　和夏 Little Navajo ボーダーコリー 大阪府

 74 山口　朋孝 龍馬 ボーダーコリー 兵庫県

 75 五島　保 Jacky ボーダーコリー 静岡県

 1 三ケ田鈴香 サード ジャックラッセル 静岡県

 2 加藤　宣文 夢結 ミックス 埼玉県

 3 鎌田　義明 ナッツ ウェルシュコーギー 大分県

 4 三ケ田達也 キャッチャー ジャックラッセル 静岡県

 5 加藤　智一 ボルト ウェルシュコーギー 宮城県

 6 古奥やすお そら ウェルシュコーギー 広島県

 7 渥美ひとみ 麗菜 シェルティ 滋賀県

 8 畔出　裕隆 Tenpoint ジャックラッセル 東京都

 9 上野平　寛 セフィーロス ジャックラッセル 佐賀県

 10 上川　成年 LUKE パーソンラッセル 埼玉県

№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 № 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地

 11 鹿島　英彦 リフェル ボストンテリア 兵庫県

 12 藤田　浩子 マイロ ジャックラッセル 奈良県

 13 畔出　裕隆 Brian ジャックラッセル 東京都

 14 塚本　貴志 ベッキー ウェルシュコーギー 大阪府

 15 山本　奈穂 サマー ウェルシュコーギー 福井県

 16 三ケ田鈴香 レフト ジャックラッセル 静岡県

 17☆ 土田　雅志 栗の介 ウェルシュコーギー 埼玉県

 18 米田　晴美 シモン ジャックラッセル 大阪府

 19 藤田　浩子 オーティス ジャックラッセル 奈良県

 20 平岡　喜代 百子 柴犬 奈良県

○ スモールドッグチャンピオンシップ

●第2ノミネート（年間ランキング51～100位）

－は、出場辞退チーム

○ グランドチャンピオンシップ セミファイナルラウンド 上位20チームがファイナルラウンド出場 
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№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 № 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地

☆は、2013年度グランドチャンピオン

 26 空野　正志 翼 ボーダーコリー 兵庫県

 27 谷越　雪絵 環菜 ボーダーコリー 岩手県

 28 湯本　　智 ルディ･エクレール ボーダーコリー 栃木県

 29 中村　清則 Charo ボーダーコリー 宮城県

 30 助定　潤司 RAI ウィペット 兵庫県

 31 菊地　敦子 珊瑚 ボーダーコリー 青森県

 32 加藤　智一 DOKINちゃん ボーダーコリー 宮城県

 33 石渡　紀章 Yukky ボーダーコリー 神奈川県

 34 宮迫　裕二 RALPH ボーダーコリー 京都府

 35 菊地　浩樹 琥珀 ボーダーコリー 青森県

 36 深谷　浩之 九十九 ウィペット 岐阜県

 37 福島　則行 ルーカス ボーダーコリー 東京都

 38 川野辺　正 波平 ラブラドール 茨城県

 39 吉川　英治 ライル ウィペット 茨城県

 40 須貝　信也 Lien ボーダーコリー 岐阜県

 41 島本　圭悟 Beak ボーダーコリー 徳島県

 42 四方田　竜 SOL ボーダーコリー 福岡県

 43 佐野　貴敏 花恋 ボーダーコリー 東京都

 44 畑中　松雄 シューター ボーダーコリー 三重県

 45 高橋　毅一 vogue ボーダーコリー 神奈川県

 46 島本　富生 Lark ボーダーコリー 徳島県

 47 浅田　潤也 ルティルナ ボーダーコリー 東京都

 48 稲葉　秀昭 フェスタ ボーダーコリー 神奈川県

 49 小堀　清和 Twister ボーダーコリー 千葉県

 50 福本　義裕 純 ボーダーコリー 茨城県

●第1ノミネート（年間ランキング上位1～50位）

○ グランドチャンピオンシップ ファイナルラウンド 年間ランキング上位50チーム＋セミファイナル上位20チーム 

 1 福尾　光一 GOKOO NZヘディングドッグ 岡山県

 2 三本　欽麗 Pallas Athena ボーダーコリー 東京都

 3 鈴木　武司 Samos Couga ボーダーコリー 千葉県

 4 島本　圭悟 Lark ボーダーコリー 徳島県

 5 志村　博文 Rossi ボーダーコリー 山梨県

 6 増田　　健 虎二郎 Ａシェパード 東京都

 7 北川　安洋 ソニック ストロングアイ 奈良県

 8 川崎　忠男 Kicca ボーダーコリー 静岡県

 9 山王　克宏 パセリ ボーダーコリー 埼玉県

 10 福本　義裕 バッチ ボーダーコリー 茨城県

 11 吉武　竜司 mira ボーダーコリー 福岡県

 12 吉武　竜司 Stella ボーダーコリー 福岡県

 13 川野辺　正 七海 ラブラドール 茨城県

 14 北川　安洋 シルフィー ボーダーコリー 奈良県

 15 小祝　英二 Bumblebee ボーダーコリー 茨城県

 16 四方田　竜 Luce ボーダーコリー 福岡県

 17 山本　孝治 ミミ NZヘディングドッグ 兵庫県

 18 永田　　亨 WillieKirkland ボーダーコリー 北海道

 19 吉野　義一 ハリー NZヘディングドッグ 熊本県

 20 深見　秀隆 Cuore ボーダーコリー 岐阜県

 21 渋谷　　功 疾風 ボーダーコリー 岡山県

 22 飯島　雄介 SORA ボーダーコリー 神奈川県

 23 山王　克宏 セロリ ボーダーコリー 埼玉県

 24 中村　裕司 Watts ウィペット 千葉県

 25 深谷　浩之 TIGA ウィペット 岐阜県

 ▲ 岩下　理佐 RION ウェルシュコーギー 鹿児島県

 21 黒田　由実 華 ウェルシュコーギー 愛知県

 22 後藤　公彦 樂 ウェルシュコーギー 埼玉県

 23 高城　幸紀 クッキー 柴犬 神奈川県

 24 石川誠一郎 bibi ウェルシュコーギー 大阪府

 25 今野　和晃 バッハ Ｍプードル 宮城県

 26 平岡　喜代 十夢 ビーグル 奈良県

 27 宮沢　健一 月 ジャックラッセル 長野県

 28 桐山　一宏 COSTA ジャックラッセル 新潟県

 29 鹿島　英彦 フィスパ ボストンテリア 兵庫県

№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 № 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地

 30 林　　健治 あとらす ウェルシュコーギー 三重県

 31 島崎　哲也 ちゃんぷ ブルテリア 東京都 

 32 黒田　謙二 風 ウェルシュコーギー 愛知県

 33 内田　久夫 アトム ヨークシャテリア 栃木県

 34 鎌田　義明 リッツ ミックス 大分県

 35 掘井　浩子 風太 ウェルシュコーギー 兵庫県

 年間ランキング上位35チーム

出場リスト

☆は、2013年度スモールドッグチャンピオン
▲は、シーズン途中出場辞退チーム
－は、ノミネート確定後出場辞退チーム
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