
主　催 公益社団法人 日本シェパード犬登録協会 後 援　公認 千葉県支部

と　き 令和2年 10月 4日 ［日］

第1部　自由選択 5課目 審査員：梅島 基平

席 次 ゼッケン 犬　　名 犬 種 所有者 指導手 得 点

1 8 ベルヴォア オブ マーベラス ディーヴァ ラブラドール 山口 さつき 山口 さつき 94

2 10 サラン 甲斐犬 青木 美樹 澤邉 望都 93

3 2 モモカ ジェイピー ブルーム ポメラニアン 金子 静江 片山 卓 92

4 6 リン 日本スピッツ 田邉 朋美 片山 卓 91

5 11 アンジェロ ポム ジェイピー チョコ パーティ プリンス ポメラニアン 山本 珠実 山本 珠実 90

6 9 シロ アメリカンシェパード 大塚 征臣 片山 卓 89

7 12 マロ チワワ 猪狩 好美 猪狩 好美 88

7 13 エリノア オブ リトル ポーズ ホワイトスイスシェパード 高橋 隆一 片山 卓 88

9 3 アレンジ オブ セイント フジ ジュニア ラブラドール 藤村 佳苗 藤村 佳苗 87

9 15 サクラ ミニチュアダックス 嶋津 彰一 嶋津 彰一 87

11 5 シヴァ ラブラドール 増田 公史 増田 公史 85

12 7 ロイズ ネヴァーランド ジェイピーズ ソベック ジャックラッセルテリア 長島 篤 佐藤 葉子 83

13 52 すろっと - 福井 千代子 福井 千代子 81

14 14 ルイ トイ・プードル 溝淵 克彦 溝淵 克彦 77

15 1 ゼノグラシア オブ セイント フジ ジュニア シェパード 澤田 章司 佐藤 葉子 75

15 16 銀 トイ・プードル 川口 陽子 川口 陽子 75

17 51 らん - 福井 千代子 福井 千代子 71

18 4 ボンヌ ニューファンドランド 渡辺 章一 渡辺 えり子 65

第2部　自由選択 10課目 審査員：斉藤 志津香

席 次 ゼッケン 犬　　名 犬 種 所有者 指導手 得 点

1 31 サラ ボーダー・コリー 長谷川 美由紀 澤邉 望都 100

2 30 グレース ジェイピー ロイヤル デラックス パピヨン 熱田 雅幸 熱田 雅幸 99.5

3 26 ギャランセリア ジェイピー ハート オブ ゴールド シェットランドシープドッグ 元井 千恵美 元井 千恵美 99

4 17 オースチン フォン ヨコハマシゲリ ジェイピー ゴールデンレトリーバー 藤田 直哉 安達 健 98.5

5 33 ネルケ オブ G.T.R シェパード 川野 静子 川野 静子 97.5

6 32 セドリック オブ ラ ファミーユ ポメラニアン 山本 珠実 山本 珠実 97

6 34 シド オブ トヨハシ ヒロナカ ジェイピー ゴールデンレトリーバー 細田 利恵子 片山 卓 97

8 21 Joy フラットコーテッドレトリバー 中山 泉 中山 泉 96.5

9 23 ラルフ オブ セイント フジ ジュニア シェパード 田島 治美 松尾 邑仁 96

10 20 グレース ジェイピー ウルトラ ティガ パピヨン 熱田 雅幸 熱田 雅幸 95

10 28 ツォッテル フォン ヨコハマ シゲリ シェパード 佐藤 肇彦 佐藤 肇彦 95

12 27 虎太郎 ビーグル 石原 司治 村田 莉菜 94.5

13 19 ボリス シェパード 村井 麗子 藤田 智奈 93.5

14 25 ハリー シェパード 佐々 昌樹 藤田 智奈 92

15 22 ディアーヴォロ デッラ ヴェルジオーネ スポルティーヴァ シェパード 松永 美弥子 松永 美弥子 90

16 24 ジンジャー シェルティ 杉山 彩子 杉山 彩子 89

17 29 ジジ オブ セイント フジ ジュニア シェパード 横山 早紀子 佐藤 葉子 88

18 18 チュラ ラブラドール 西川 千佳子 松尾 邑仁 86

19 35 アウディファックス オブ ダイヤモンド ヤスキヨ ボーダー・コリー 長島 篤 長島 真優 70

第3部　CDJ 審査員：澤田 まどか

席 次 ゼッケン 犬　　名 犬 種 所有者 指導手 得 点

1 36 ベル オブ Ｙ インターナショナル シェパード 片山 卓 片山 卓 98

第4部　ZPr 審査員：澤田 まどか

席 次 ゼッケン 犬　　名 犬 種 所有者 指導手 得 点

1 37 ドルフィ オブ セイント フジ ジュニア シェパード 増子 悦子 増子 悦子 82

2020年 スーパーランデスジーガー訓練競技会　成 績

ところ 千葉県富津市  富津みなと公園 多目的運動広場 



第5部　J-SchH 追求 審査員：澤田 まどか

席 次 ゼッケン 犬　　名 犬 種 所有者 指導手 得 点 評 価

1 38 ネルケ オブ G.T.R シェパード 川野 静子 川野 静子 95 SG

2 39 ランダ フォム ハウス エム ワン シェパード 福島 晶子 福島 晶子 79 B

第5部　J-SchH 服従 審査員：斉藤 志津香

席 次 ゼッケン 犬　　名 犬 種 所有者 指導手 得 点 評 価

1 40 ランダ フォム ハウス エム ワン シェパード 福島 晶子 福島 晶子 75 B

第6部　選別（自臭） 審査員：斉藤 志津香

席 次 ゼッケン 犬　　名 犬 種 所有者 指導手 得 点

1 41 シャイニー スター ジェイピー ジュッター パルス ダルメシアン 府川 雅世 府川 雅世 100

第6部　選別（他臭） 審査員：斉藤 志津香

席 次 ゼッケン 犬　　名 犬 種 所有者 指導手 得 点

1 47 フォクト オブ ハマナガーデン シェパード 大角 美智子 大角 美智子 100

2 45 デイジー オブ サラ ロブスタ シェパード 元井 千恵美 元井 千恵美 50

3 48 ヴェルヴォア オブ マーベラス ディーヴァ ラブラドール 山口 さつき 山口 さつき 50

4 46 アリーア オブ サウス スター ラブラドール 山口 正 山口 正 50

5 44 アレックス フォン ノルト リッタァ シェパード 中丸 忠 中丸 忠 25

6 42 アルティマ オブ トータス マウンテン ラブラドール 山口 さつき 山口 さつき 25

7 43 ミハエル ゴールデンレトリーバー 鈴木 恵美 塩澤 美有紀 0

第7部　追求専科 審査員：澤田 まどか

席 次 ゼッケン 犬　　名 犬 種 所有者 指導手 得 点

1 50 Conrad vom Heimelig シェパード 酒井 和美 酒井 和美 98

2 49 シャリエット フォム マッセル シュテルン シェパード 中込 進一 塩澤 美有紀 90

★ アトラクション　かけっこ

順 位 犬　　名 犬 種 タイム

1 ジョナ シェパード 5秒46

2 ジョイ フラットコーテッド 5秒71

3 ルイ トイプードル 5秒99

4 アルバ ボーダーコリー 6秒01

5 シヴァ ラブラドール 6秒12

6 アリス ホワイトシェパード 6秒53

7 リュウガ シェパード 6秒55

8 サラ トイプードル 6秒57

9 プリン アメリカンコック 6秒60

10 ハニー シェパード 6秒68

11 マイキー ジャックラッセル 6秒69

12 パルス ダルメシアン 6秒82

13 ウッチィー シェパード 6秒91

14 サラ ボーダーコリー 6秒94

15 銀 トイプードル 7秒23

16 レミー ボーダーコリー 7秒63

17 ニコール トイプードル 10秒86

18 ローラ キャバリア 10秒99

19 ラブ 柴 23秒00

20 マロ チワワ 29秒00


