
南日本ランデスジーガー展及び南日本訓練競技会
主　催　● JSV福岡支部 後　援　● 南日本支部連合会 開催日● 2021年2月21日
ところ　● 福岡県直方市直方総合庁舎前　遠賀川河川敷

南日本ランデスジーガー展 ◆審　査　員◆　梅島　基平

成犬牡組
評価 席次 称号

Ｖ 1 ジーガー
（犬名） クヴェン　フォム　グロー　スゾンネ
（父名） マエストロ　デュ　ヴァル　ダンザン
（母名） リラ　フォム　グロース　ゾンネ

（繁殖者） 大日方　健司 （取扱） 岸　　建旨

Ｖ 2 ジーガーグルッペ
（犬名） ダリウス　フォン　パピー　ハウス　ライフ
（父名） デスペラドス　フォム　ペンドラー
（母名） マリー　フォム　ハウスバンモ

（繁殖者） 今井　敦子 （取扱） 岸　　建旨

成犬牝組
評価 席次 称号

Ｖ 1 ジーゲリン
（犬名） プリシラ　フォム　グロースゾンネ
（父名） マックス　フォン　リアン　トゥール
（母名） ジュディ　デュ　ヴァル　ダンザン

（繁殖者） 大日方　健司 （取扱） 岸　　建旨

Ｖ 2 ジーゲリングルッペ
（犬名） オリビア　デュ　ヴァル　ダンザン
（父名） アザップ　フォム　アルダマール
（母名） ジュリー　デュ　ヴァル　ダンザン

（繁殖者） Erio Trentenaere （取扱） 岸　　建旨

未成犬牡組
評価 席次 称号

SG 1 ジーガー
（犬名） イゾ　フォン　タックル
（父名） マエストロ　デュ　ヴァル　ダンザン
（母名） セシル　フォン　タックル

（繁殖者） 吉元　教治 （取扱） 岸　　建旨

未成犬牝組
評価 席次 称号

SG 1 ジーゲリン
（犬名） ファリーナ　フォン　オーサカ　トリウ
（父名） ウラノ　フォン　デア　ブーフ　エッケ
（母名） パルメ　フォン　デム　ヴァルト　グラーベン

（繁殖者） 鳥生　清哉 （取扱） 岸　　建旨

SG 2 Ｒジーゲリングルッペ
（犬名） フェーマ　フォン　オーサカ　トリウ
（父名） ウラノ　フォン　デア　ブーフ　エッケ
（母名） パルメ　フォン　デム　ヴァルト　グラーベン

（繁殖者） 鳥生　清哉 （取扱） 岸　　建旨

若犬牡組
評価 席次 称号

SG 1 ジーガー
（犬名） アーデル　フォン　シュタイン　オーベン
（父名） マックス　フォン　リアン　トゥール
（母名） イエルバ　フォン　ハカタ　カキノキ

（繁殖者） 石上　しのぶ （取扱） 岸　　建旨

SG 2 Ｒジーガーグルッペ
（犬名） ホルト　フォン　ヒゴ　ユーセイ
（父名） マエストロ　デュ　ヴァル　ダンザン
（母名） イレ　フォン　ウーファ　727

（繁殖者） 宮本　幸春 （取扱） 岸　　建旨
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SG 3 Ｒジーガーグルッペ

（犬名） クシード
（父名） ゾロ　v　ガッタス
（母名） シェリー　ｖ　ヒューネ　グラープ

（繁殖者） （取扱） 柿木　利一

若犬牝組
評価 席次 称号

SG 1 ジーゲリン
（犬名） ザーラ　フォム　グロース　ゾンネ
（父名） グリーン　ヴェルト　ブルトン
（母名） リラ　フォム　グロース　ゾンネ

（繁殖者） 大日方　健司 （取扱） 岸　　建旨

幼犬A牡組
評価 席次 称号

SG 1 ジーガー
（犬名） アルモ　フォム　ベルクムント　ホーフ
（父名） グリーン　ヴェルト　ブルトン
（母名） コーラ　フォン　ウーファ　727

（繁殖者） 椎木　敦大 （取扱） 岸　　建旨

幼犬A牝組
評価 席次 称号

SG 1 ジーゲリン
（犬名） アロエ　フォム　ベルクムント　ホーフ
（父名） グリーン　ヴェルト　ブルトン
（母名） コーラ　フォン　ウーファ　727

（繁殖者） 椎木　敦大 （取扱） 岸　　建旨

SG 2 Ｒジーゲリングルッペ
（犬名） ガーネット　フォン　ヴァールハイト　マイスター
（父名） フェルト　オブ　ハマナ　ガーデン
（母名） エミリー　フォン　ナーハラーセン

（繁殖者） 長谷川　真理 （取扱） 岸　　建旨

SG 3 Ｒジーゲリングルッペ
（犬名） クノレ　フォム　オーサカ　トリウ
（父名） ウラノ　フォン　デア　ブーフ　エッケ
（母名） ツイザ　フォン　オーサカ　トリウ

（繁殖者） 鳥生　清哉 （取扱） 杉浦　五月

幼犬Ｂ牡組（長毛）
評価 席次 称号

SG 1 ジーガー
（犬名） ポンド　ｖ　ビギン　グリュック
（父名） ゾロ　v　ガッタス
（母名） シェリー　ｖ　ヒューネ　グラープ

（繁殖者） （取扱） 山本　千絵

幼犬Ｂ牡組
評価 席次 称号

SG 1 ジーガー
（犬名） バース　フォン　シュタイン　オーベン
（父名） マエストロ　デュ　ヴァル　ダンザン
（母名） イエルバ　フォン　ハカタ　カキノキ

（繁殖者） 石上　しのぶ （取扱） 岸　　建旨

SG 2 Ｒジーガーグルッペ
（犬名） タッソ　フォム　グロース　ゾンネ
（父名） マエストロ　デュ　ヴァル　ダンザン
（母名） プリシラ　フォム　グロース　ゾンネ

（繁殖者） 大日方　健司 （取扱） 岸　　建旨

SG 3 Ｒジーガーグルッペ

（犬名） リフ　ｖ　ウーファ　727

（父名） グリーン　ヴェルト　ブルトン
（母名） ケッシ　ｖ　ウーファ　727

（繁殖者） 岸　勝彦 （取扱） 谷川　文英
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幼犬Ｂ牝組
評価 席次 称号

SG 1 ジーゲリン
（犬名） クサンガ　フォン　デァ　ケントランタス
（父名） マエストロ　デュ　ヴァル　ダンザン
（母名） メリッサ　フォン　ウーファ　727

（繁殖者） 髙岡　政義 （取扱） 岸　　建旨

SG 2 Ｒジーゲリングルッペ
（犬名） クィニー　フォン　ウーファ　727
（父名） マエストロ　デュ　ヴァル　ダンザン
（母名） オディリア　フォム　グロース　ゾンネ

（繁殖者） 岸　勝彦 （取扱） 岸　　建旨

SG 3 Ｒジーゲリングルッペ
（犬名） ベガル
（父名） ゾロ　v　ガッタス
（母名） シェリー　ｖ　ヒューネ　グラープ

（繁殖者） （取扱） 柿木　利一

SG 4 Ｒジーゲリングルッペ
（犬名） バルダ　フォン　シュタイン　オーベン
（父名） マエストロ　デュ　ヴァル　ダンザン
（母名） イエルバ　フォン　ハカタ　カキノキ

（繁殖者） 石上　しのぶ （取扱） 岸　　建旨

幼犬C牝組
評価 席次 称号

1
（犬名） モニカ　フォン　オーサカ　トリウ
（父名） マエストロ　デュ　ヴァル　ダンザン
（母名） アフラ　フォン　オーサカ　トリウ

（繁殖者） 鳥生　清哉 （取扱） 岸　　建旨
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南日本ランデスジーガー展及び南日本訓練競技会
2021年2月21日

耳番号： HX534
生年月日： 2018.12.28

JSZ：
出陳者 下田　和士

MC: 392144000130048 
生年月日： 2017.08.18

JSZ：
出陳者 居石　美和

MC: 392144000071398 
生年月日： 2018.08.23

JSZ：
出陳者 大日方　健司

MC: 250269608198798 
生年月日： 2018.12.02

JSZ： 385136

出陳者 四宮　寛之

MC: 392144000208131 
生年月日： 2019.04.23

JSZ：
出陳者 椎木　淳大

耳番号： HX591
生年月日： 2019.08.20

JSZ：
出陳者 鳥生　清哉
耳番号： HX592
生年月日： 2019.08.20

JSZ：
出陳者 鳥生　清哉

耳番号： HX602
生年月日： 2019.10.28

JSZ：
出陳者 石上　しのぶ
耳番号： HX622
生年月日： 2020.02.09

JSZ： 384956

出陳者 宮本　幸春
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耳番号：
生年月日： 2020.02.05

JSZ：

出陳者 柿木　利一

耳番号： HX615
生年月日： 2020.01.13

JSZ：
出陳者 山本　寛之

MC: 392149000094554
生年月日： 2020.03.03

JSZ：
出陳者 岡田　久美子

MC:
生年月日： 2020.03.03

JSZ： 384976

出陳者 椎木　敦大
MC: 392144000376270

生年月日： 2020.03.03
JSZ： 385035

出陳者 長谷川　真理
耳番号： HX645
生年月日： 2020.03.22

JSZ： 384980

出陳者 荒木　慎治

耳番号：
生年月日： 2020.08.06

JSZ：
出陳者 溝口　政男

MC: 392144000249346 
生年月日： 2020.06.10

JSZ：
出陳者 石上　しのぶ
耳番号： HX685
生年月日： 2020.07.07

JSZ： 385121

出陳者 三好　昭二
耳番号： HX672
生年月日： 2020.06.08

JSZ： 385060

出陳者 三宅　めぐみ
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MC: 392144000347596 
生年月日： 2020.07.05

JSZ： 385120

出陳者 髙岡　政義
MC: 392144000322397 

生年月日： 2020.05.10
JSZ： 385058

出陳者 宮本　幸春
耳番号：
生年月日： 2020.08.06

JSZ：
出陳者 西崎　晃

MC: 392144000376633 
生年月日： 2020.06.10

JSZ：
出陳者 段塚　慶支

耳番号： HX701
生年月日： 2020.08.26

JSZ：
出陳者 鳥生　清哉
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南日本訓練競技会 ◆審　査　員◆　斉藤　志津香

CDJ　アマ
席次

1
（犬名） ラピス （犬種） スタンダード　　

プードル
性別： 牝

生年月日： 2011.09.05

（指導手） 中尾　美奈子 （取扱） 井東訓練所 出陳者 中尾　美奈子

2
（犬名） WOLVES　JP　COTTON （犬種） ラブラドール 性別： 牝

生年月日： 2011.11.06

（指導手） 白石　成遥 （取扱） 髙岡　政義 出陳者 髙岡　政義

CDJ　プロ
席次

1
（犬名） ベアトリス　オブ　ヒスビバーチェ　JP （犬種） ラブラドール 性別： 牝

生年月日： 2018.12.29

（指導手） 浅野　祐里 （取扱） 井東訓練所 出陳者 浅野　祐里

2
（犬名） バレリーナ　オブ　サウスカントリースター （犬種） ゴールデン 性別： 牝

生年月日： 2016.12.20

（指導手） 竹越　ひかる （取扱） 井東訓練所 出陳者 矢野　康子

3
（犬名） 富士乃亮太号 （犬種） 柴犬 性別： 牡

生年月日： 2017.06.06

（指導手） 久志　紗弥華 （取扱） 髙岡　政義 出陳者 髙岡　政義

1部　アマ
席次

1
（犬名） ダイフク　オブ　ラサ　タカマル　ジェイピー （犬種） ゴールデン 性別： 牡

生年月日： 2019.11.25

（指導手） 大茂　繭子 （取扱） 竹内　淳 出陳者 大茂　繭子

1部　プロ
席次

1
（犬名） クシマスターズ　ラッキー　ボーイ （犬種） ゴールデン 性別： 牡

生年月日： 2013.05.12

（指導手） 竹越　ひかる （取扱） 井東訓練所 出陳者 井東　照博

2
（犬名） イナ　フォム　ツヴァイシュテルン （犬種） シェパード 性別： 牝

生年月日： 2012.07.09

（指導手） 竹越　ひかる （取扱） 井東訓練所 出陳者 井東　照博

2部　アマ
席次

1
（犬名） ルーク （犬種） ミックス 性別： 牡

生年月日： 2019.07.07

（指導手） 萱田　真知子 （取扱） 井東訓練所 出陳者 萱田　純一

2
（犬名） アンス　ヴァルト （犬種） ボーダーコリー 性別： 牝

生年月日： 2017.07.03
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2
（指導手） 岡部　里美 （取扱） 井東訓練所 出陳者 岡部　里美

3
（犬名） Ｍ－ダイナスティー　オブ　ジャパン　アドヴィー （犬種） ラブラドール 性別： 牡

生年月日： 2015.11.18

（指導手） 岡部　里美 （取扱） 井東訓練所 出陳者 岡部　里美

2部　プロ
席次

1
（犬名） ハク （犬種）ラブラドール　 性別： 牡

生年月日： 2017.07.30

（指導手） 戸高　明 （取扱） 井東訓練所 出陳者 井東　照博

2
（犬名） デン （犬種） ミックス 性別： 牡

生年月日： 2018.05.27

（指導手） 浅野　祐里 （取扱） 井東訓練所 出陳者 浅野　祐里

3
（犬名） ピア　フォン　ミヤザキ　シモダ （犬種） シェパード 性別： 牝

生年月日： 2017.12.18
耳番号： HH478

（指導手） 杉浦　五月 （取扱） 杉浦　五月 出陳者 本荘　泰雄

ビギナー　アマ
席次

1
（犬名） くるみ （犬種） マルチーズ 性別： 牝

生年月日： 2016.05.26

（指導手） 萱田　真知子 （取扱） 井東訓練所 出陳者 萱田　純一

2
（犬名） 福智乃音々号 （犬種） 柴犬 性別： 牝

生年月日： 2016.04.19

（指導手） 高鍋　ありさ （取扱） 髙岡　政義 出陳者 髙岡　政義

3
（犬名） カレンダー　オブ　フォレストキング （犬種） ドーベルマン 性別： 牝

生年月日： 2019.10.01

（指導手） 山田　武人 （取扱） 杉浦　五月 出陳者 山田　武人

ビギナー　プロ
席次

1
（犬名） J-グレッチェン　フォン　ブランド　シュヴァネン （犬種） シェパード 性別： 牝

生年月日： 2017.04.22
MC: 392144000094397

（指導手） 山本　千絵 （取扱） 山本　千絵 出陳者 鶴　有紀

2
（犬名） ゆきち （犬種） 甲斐犬 性別： 牡

生年月日： 2019.05.12

（指導手） 竹越　ひかる （取扱） 井東訓練所 出陳者 久保　幸子
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