
席次 評価 称　号 ゼッケン 犬　　名 性別 所有者 指導手 総合得点 A 追求 B 服従 C 防衛 席次 評価 称　号 ゼッケン 犬　　名 性別 所有者 指導手 総合得点 A 追求 B 服従 C 防衛

1 SG 訓練ジーガー 26 カルロ フォン デア ロープデブルク 牡 松本 浩 望月 利彦 283 92 96 95 1 SG 訓練ジーゲリン 34 ペイジ オブ G.T.R メス 長澤 拓真 長澤 拓真 282 97 89 96

2 SG ジーガーGr 41 オリヴァー フォン チバ エビハラソウ 牡 西村 外茂次 島田 薫 282 91 97 94 2 SG ジーゲリンGr 3 ツール フォン トーソーエン メス 沼 愛子 安達 健 274 93 90 91

3 SG ジーガーGr 40 ノルド オブ G.T.R 牡 西原 哲 武波 亨 276.5 96.5 91 89 3 G RジーゲリンGr 13 ディアーナ デッラ ヴェルジオーネ スポルティーヴァ メス 松本 智子 安達 富三 253 89 88 76

4 SG ジーガーGr 6 ゲルモ  フォン ツヴァイブルッケン 牡 古澤 小百合 安達 富三 276 90 92 94 4 G RジーゲリンGr 27 ヨーニ フォン クシラ ムラカミ メス 山田 泰生 山田 三郎 252 90 83 79

5 SG ジーガーGr 36 オラーフ フォン チバ エビハラソウ 牡 海老原 政昭 武波 亨 276 95 94 87 5 G RジーゲリンGr 4 オレンジ オブ G.T.R メス 松本 智子 安達 富三 243 70 80 93

6 SG ジーガーGr 19 アポロン フォム ハウス ママ 牡 葛野 あつ子 望月 利彦 275 94 86 95 6 38 アンマー フォン デァ ヴァンダーファルケン メス 大野 利恵子 南 友雄 217 87 70 60

7 SG ジーガーGr 25 カール フォン デア フェルシュタントハイム 牡 飯塚 光子 阿利 直也 274 95 88 91 7 31 ユリア フォム ハウス カウチ メス 村上 龍之助 藤田 智奈 202 87 88 27

8 G ＲジーガーGr 29 マインハルト フォン シコク イシヅチソウ 牡 川端 啓子 武波 亨 262 89 85 88 8 18 テージ フォン デア フェルシュタントハイム メス 堀内 壽子 阿利 直也 194 43 72 79

9 G ＲジーガーGr 24 ホーク オブ Ｓ. ウイスタリア 牡 中嶋 登 望月 利彦 262 84 91 87 9 7 デーア デッラ ヴェルジオーネ スポルティーヴァ メス 山口 さつき 安達 健 190 35 68 87

10 G ＲジーガーGr 11 デリコ オブ ロジーダ ５１ 牡 松本 智子 安達 富三 256 89 90 77 10 15 アモーレミオ フォム ハウス ママ メス 葛野 あつ子 葛野 あつ子 181 10 87 84

11 G ＲジーガーGr 23 ハムレット オブ Ｓ. ウイスタリア 牡 藤井 聡 久野 友嗣 250 94 96 60 11 22 アン フォム ハウス ママ メス 葛野 あつ子 葛野 あつ子 178 10 87 81

12 G ＲジーガーGr 20 カンツ フォン デア フェルシュタントハイム 牡 井上 敬博 阿利 直也 244 86 78 80 12 9 カーポ デッラ ヴェルジオーネ スポルティーヴァ メス 芳村 深雪 芳村 深雪 176 40 55 81

13 G ＲジーガーGr 33 アイヴァン オブ フォン ヴェリテ 牡 山田 泰生 山田 泰生 243 78 83 82 13 8 クヴァッベ オブ Ｓ. ウイスタリア メス 安達 俊夫 北条 義了 169 22 74 73

14 G ＲジーガーGr 5 マルシャルク オブ アウトサイダー 牡 谷口 利憲 大原 茂雄 240 65 84 91 14 39 アンナ オブ ブリッジ ストリーム メス 高橋 恵里子 小木曽 忍 150 70 72 8

15 1 アドルフ フォン デア レルヒェ 牡 木内 政雄 安達 健 239 69 83 87 15 37 ディステル フォン アムレット ガルテン メス 岡村 京子 小佐野 惠司 119 69 50 0

16 17 イアーゴ オブ Ｓ. ウイスタリア 牡 後藤 幹郎 望月 利彦 238 90 88 60

17 12 ベッペ デッラ ヴェルジオーネ スポルティーヴァ 牡 池部 敏市 安達 健 236 79 83 74 順　位 ゼッケン 犬　名 性別 所有者 指導手 得点

18 28 エンディー オブ ストライン イケガミ 牡 池上 昇 池上 昇 236 78 85 73 1 34 ペイジ オブ G.T.R メス 長澤 拓真 長澤 拓真 97

19 30 ネプチューン オブ アウトサイダー 牡 小佐野 恵司 小佐野 惠司 227 70 89 68 2 40 ノルド オブ G.T.R 牡 西原 哲 武波 亨 96.5

20 35 ベルトルト フォム ザック 牡 山口 常夫 山口 常夫 223 88 64 71 3 25 カール フォン デア フェルシュタントハイム 牡 飯塚 光子 阿利 直也 95

21 21 イスヴァルト フォム ケーニヒスアレー 牡 久保木 直美 望月 利彦 215 69 88 58 3 36 オラーフ フォン チバ エビハラソウ 牡 海老原 政昭 武波 亨 95

22 32 ヴァルド オブ Ｓ. ウイスタリア 牡 山田 勇治 高橋 義裕 214 79 65 70 1 41 オリヴァー フォン チバ エビハラソウ 牡 西村 外茂次 島田 薫 97

23 2 ボースコ デッラ ヴェルジオーネ スポルティーヴァ 牡 小山 正春 安達 富三 207 68 55 84 2 23 ハムレット オブ Ｓ. ウイスタリア 牡 藤井 聡 久野 友嗣 96

24 16 イレックス オブ Ｓ. ウイスタリア 牡 藤井 聡 久野 友嗣 201 90 71 40 2 26 カルロ フォン デア ロープデブルク 牡 松本 浩 望月 利彦 96

25 10 アーネスト オブ フォン ヴェリテ 牡 原 栄治 安達 健 193 17 82 94 1 34 ペイジ オブ G.T.R メス 長澤 拓真 長澤 拓真 96

26 14 レアデル フォム ハウス ティー モチ 牡 望月 利彦 望月 利彦 174 79 85 10 2 26 カルロ フォン デア ロープデブルク 牡 松本 浩 望月 利彦 95

2 19 アポロン フォム ハウス ママ 牡 葛野 あつ子 望月 利彦 95
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