
       

PlyZCup Championships 2018-2019 season Game19 in 秋ヶ瀬 Program 
プレイズは、ワンコと一緒にディスクで遊びたい!と思っている方を全力で応援いたします。 ２０１９．１．１２

オープンクラス レディースクラス
No. プレイヤー 出身 ワンコ 犬種 １R 2R 1+2 FR 計 順位 No. プレイヤー 出身 ワンコ 犬種 １R 2R 1+2 FR 計 順位
1 藤崎 雅也 千葉 ふぁーふぁ Ｓプードル 1 菅原 文子 埼玉 ミラ ボーダーコリー
2 小笠原 真一 東京 ラブリ ウィペット 2 石川 恵子 埼玉 ライヴ ストロングアイＨＤ
3 大木 栄明 山形 Fiore ボーダーコリー 3 赤嶋 梨恵 東京 Miran ボーダーコリー
4 田村 嘉 埼玉 マック ＭＩＸ 4 戸島 弥生 神奈川 奏音 ボーダーコリー 7:30 受付開始
5 小島 聖一 神奈川 レイナ ボーダーコリー 5 8:15 開会式
6 松田 秀和 東京 小豆 ボーダーコリー 6 8:30 オープン1R
7 山室 智厚 千葉 ロロ Ａ・ラブラドゥードル 7 レディース1R
8 吉原 盛裕 千葉 ラッフィー ボーダーコリー 8 ドギーズ1R
9 石川 喜久男 埼玉 リンク ボーダーコリー 9 ノービス1R
10 厚沢 勤 埼玉 ♪Ｎuts♪ ボーダーコリー 10 ベテランズ1R
11 吉川 敏秀 東京 ゆず ボーダーコリー 11 レトリーブ1R
12 川村 潤 千葉 アクア ボーダーコリー 12 11:30 オープン2R
13 大木 栄明 山形 Juna ボーダーコリー 13 レディース2R
14 田村 嘉 埼玉 風太 ウィペット 14 ドギーズ2R
15 小笠原 真一 東京 ウィル ウィペット 15 ノービス2R
16 藤崎 雅也 千葉 サリア サルーキ 16 ベテランズ2R
17 小島 聖一 神奈川 ミナ ボーダーコリー 17 レトリーブ2R
18 戸島 弥生 神奈川 奏音 ボーダーコリー 18 14:30 各クラス決勝R
19 19 15:30 表彰式・閉会式
20 20 16:00 解散
21 21
22 22
23 23
24 24
25 ドギーズクラス
26 No. プレイヤー 出身 ワンコ 犬種 １R 2R 1+2 FR 計 順位
27 1 的場 裕子 東京 Ｃｒｏｗｄｉａ トイプードル
28 2 河内 芳夫 埼玉 空 ウェルシュコーギーPB
29 3 大塚 洋二 群馬 あずき 柴犬
30 4 林田 知穂 東京 DECO ウェルシュコーギーPB

ノービスクラス 5
No. プレイヤー 出身 ワンコ 犬種 １R 2R 1+2 - - 順位 6
1 島村 照章 埼玉 レニー ボーダーコリー 7
2 谷内 久乃 東京 Vincent ボーダーコリー 8
3 菅原 文子 埼玉 ミラ ボーダーコリー 9
4 峯島 宏行 千葉 ピュアル シェルティー 10
5 荒井 美佳 埼玉 花 ブリタニースパニエル 11
6 山口 祐二 神奈川 そら ボーダーコリー 12
7 川村 麗香 千葉 セナ ボーダーコリー ベテランズクラス
8 藤崎 雅也 千葉 ディアナ サルーキ No. プレイヤー 出身 ワンコ 犬種 １R 2R 1or2 - - 順位
9 小林 恵 東京 Ron イタリアングレイハウンド 1 厚沢 勤 埼玉 ♪ラブ♪ ボーダーコリー  愛犬に安全、安心な 強力消臭・除菌水 
10 松田 秀和 東京 小豆 ボーダーコリー 2 島村 照章 埼玉 ランチ ボーダーコリー  ※本部にてお求めになれます♪

11 厚沢 勤 埼玉 ♪COCO♪ ボーダーコリー 3 山口 祐二 神奈川 りく ボーダーコリー  ドッグ・ケア・ウォーター

12 島村 孝子 埼玉 ロージィ Ａ・シェパード 4 石川 恵子 埼玉 セナ ボーダーコリー  無塩電解水生成装置から作られる

13 吉川 敏秀 東京 ゆず ボーダーコリー 5  「アルカリ性」の水で、強力な汚れ落とし

14 平岩 砂也子 群馬 メイ アロンザ ボーダーコリー 6  効果があります。

15 扇田 和実 東京 はな ボーダーコリー レトリーブクラス  ドッグデオドラント

16 西田 ⾧明 東京 UNO! ボーダーコリー No. プレイヤー 出身 ワンコ 犬種 １R 2R 1+2 - - 順位  無塩電解水生成装置から作られる「弱酸性」

17 川村 麗香 千葉 アイラ ボーダーコリー 1 扇田 和実 東京 はな ボーダーコリー  の水で、強力な消臭・除菌効果があります。

18 大里 奈津紀 埼玉 瑠杏 ボーダーコリー 2 荒井 美佳 埼玉 菫 ジャックラッセルＴ
19 島村 照章 埼玉 ガブリエル Ａ・シェパード 3 佐藤 理香 神奈川 空 シェルティー
20 山口 祐二 神奈川 りく ボーダーコリー 4 島村 孝子 埼玉 リッチー ボーダーコリー
21 5 山室 智厚 千葉 アトム Ａ・ラブラドゥードル
22 6 西田 オサアキ 東京 UNO! ボーダーコリー
23 7 小林 恵 東京 Ron イタリアングレイハウンド

24 8 佐藤 理香 神奈川 文太 シェルティー
25 9 大里 奈津紀 埼玉 瑠杏 ボーダーコリー
26 10 峯島 晴美 千葉 ピュアル シェルティー
27 11 中原 まり 東京 マーフィー トイプードル
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