
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3年 10月 3日 ［日］ ところ 千葉県野田市 関宿ふれあい広場（宝珠花橋下） 

審査員 （敬称略）

組 席次 称　号 評価 ゼッケン 犬　　　 　　　名 生年月日 所有者

1 ジーガー V 31 マエストロ デュ ヴァル ダンザン 2016/9/2 本村 真祐

2 ジーガーGr V 28 ヤルク オブ ハマナ ガーデン 2017/7/6 高橋 和夫

3 ジーガーGr V 32 ディープ フォン デア クーニギン 2016/11/20 金丸 和子

4 RジーガーGr V 29 シュパッツォ オブ セイント フジ ジュニア 2018/6/13 星野 哲朗

1 ジーゲリン V 26 イロナ フォム ハウス リエ 2019/2/20 太田 則治

2 ジーゲリンGr V 27 エルサ フォン タックル 2016/8/31 吉元 教治

3 ジーゲリンGr V 25 ツォッテル オブ ハマナ ガーデン 2019/2/5 永坂 美希子

1 ジーガー SG 23 イノックス フォン オーサカ トリウ 2020/3/8 髙岡 政義

2 RジーガーGr SG 51 ルーク フォム ハウス ニンジャ 2019/11/7 高橋 和夫

3 RジーガーGr SG 22 オトヴィン フォン ウーファ 727 2019/10/10 安部 義和

未成犬 牝 1 ジーゲリン SG 19 グレア フォン バイコーソウ ゾーン 2019/12/1 武田 久男

1 ジーガー SG 14 バース フォン シュテイン オーベン 2020/6/10 石上 しのぶ

2 RジーガーGr SG 13 サンダー フォム シュテーアウフメンヒェン 2020/6/17 杉山 正之

3 RジーガーGr SG 18 エール オブ セイント フジ ジュニア 2020/8/1 坪井 廣行

4 RジーガーGr SG 15 ヨーカー フォム ハウス カウチ 2020/7/4 瀧澤 麗子

5 RジーガーGr SG 17 スター フォム シュテーアウフメンヒェン 2020/6/17 阿部 尚子

6 RジーガーGr SG 12 ヨーディン オブ セイント フジ ジュニア 2020/8/1 吉田 祐希

1 ジーゲリン SG 11 クィニー フォン ウーファ 727 2020/5/10 宮本 幸春

2 RジーゲリンGr SG 10 グレース フォン デア クーニギン 2020/8/24 金丸 和子

3 RジーゲリンGr SG 9 サリー フォム シュテーアウフメンヒェン 2020/6/17 塚田 吉昭

幼犬A 牝 1 ジーゲリン SG 7 ウグラ フォム グロース ゾンネ 2020/12/13 末松 八起

1 ジーガー SG 5 アーデン オブ セイント フジ ジュニア 2021/2/11 田島 治美

2 RジーガーGr SG 6 ガルシア フォン シュテルン ホシノ 2021/2/22 星野 道子

1 ジーゲリン SG 3 テレサ フォム シュテーアウフメンヒェン 2021/3/26 長谷部 由紀夫

2 RジーゲリンGr SG 4 ベルガ オブ エスエス スリーナイン 2021/3/3 師岡 康治

幼犬C 牡 1 2 ハル フォン バイコーソウ ゾーン 2021/4/12 武田 久男

幼犬C 牝 1 1 ハナ フォン バイコーソウ ゾーン 2021/4/12 鈴木 宏治

アマチュアクラス

成犬 牡 1 50 ルディマン フォン ビルダー 2017/9/20 髙橋 圭三

若犬 牝

幼犬B 牡

幼犬B 牝

2021年 スーパーランデスジーガー展　成 績

成犬 牡

成犬 牝

未成犬 牡

成犬組（アマチュアクラス含）：梅島 基平

若犬 牡


