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組 席次 称　号 評価 ゼッケン 犬　　　 　　　名 所有者

1 ジーガー V 157 マエストロ デュ ヴァル ダンザン 吉元 教治

2 ジーガーGr V 151 クサフィ ディ カーサ ノビリ 杉山 正之

3 ジーガーGr V 152 ヤルク オブ ハマナ ガーデン 高橋 和夫

4 ジーガーGr V 153 ヤスコ フォム トラウムビルト 坂本 秀一郎

5 ジーガーGr V 149 グイド フォン ウーファ 727 原田 和子

6 ジーガーGr V 145 クセノファネス フォン バイコーソウ ゾーン 鈴木 宏治

7 RジーガーGr V 143 ディープ フォン デア クーニギン 金丸 和子

8 RジーガーGr V 150 ドン フォン バイコーソウ ゾーン 村野 理香子

9 RジーガーGr V 146 ゲリマー フォム ハウス ヴァーゲン 斎藤 由美子

10 RジーガーGr V 144 リスコ フォム ハウス カウチ 森田 雅巳

11 RジーガーGr V 155 レオン フォム ビギン グリュック 奥田 順一

12 RジーガーGr V 147 ラルフ オブ セイント フジ ジュニア 田島 治美

1 ジーゲリン V 137 マヤ デュ ヴァル ダンザン 政森 信之

2 ジーゲリンGr V 133 エルザ フォン デア クーニギン 金丸 和子

3 ジーゲリンGr V 138 クヴィッキ オブ セイント フジ ジュニア 秦 京子

4 ジーゲリンGr V 134 ミカ フォム セカンド ジョーバンソウ 井上 裕子

5 RジーゲリンGr V 139 ピア フォム ハウス バンモ 師岡 康治

6 RジーゲリンGr V 136 ロリー フォム グロース ゾンネ 大日方 健司

1 ジーガー SG 130 オスカー デ ベルジェ デ パトミザント 長谷部 由紀夫

2 RジーガーGr SG 128 クシランダー フォン シミズ オカモト 岡本 久雄

3 RジーガーGr SG 129 ウディロ フォム ハウス カウチ 東井 惠子

4 RジーガーGr SG 131 ウビロ フォン エリ－ト キタジマ 平松 慶子

長毛 1 ジーガー SG 127 シュテファン オブ セイント フジ ジュニア 西山 潤祐

1 ジーゲリン SG 125 クシタ フォン シミズ オカモト 陽田 和美

2 RジーゲリンGr SG 126 ウルヴィナ フォム ハウス カウチ 金子 正雄

3 RジーゲリンGr SG 124 アリス フォン ノウェ ヴィラ 井上 裕子
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2020年 特別日本ジーガー展 　成 績
公益社団法人 日本シェパード犬登録協会 本部

２０２０年３月１日 ［日］

静岡県静岡市安倍川河川敷　弥勒スポーツ広場

牡組：[主審]梅島基平　・　牝組：成犬～未成犬・[主審] 櫻井敬三　[副審] 澤田まどか　幼犬C～若犬・[主審] 澤田まどか



組 席次 称　号 評価 ゼッケン 犬　　　 　　　名 所有者

1 ジーガー SG 123 クヴェン フォム グロース ゾンネ 大日方 健司

2 RジーガーGr SG 122 イラス フォム ハウス リエ 山田 広大

3 RジーガーGr SG 121 バズ フォン ノウェ ヴィラ 井上 裕子

1 ジーゲリン SG 118 イロナ フォム ハウス リエ 太田 則治

2 RジーゲリンGr SG 116 フィーネ フォム バウハウス イセ 長谷部 由紀夫

3 RジーゲリンGr SG 117 クィーン フォム グロース ゾンネ 大日方 健司

4 RジーゲリンGr SG 115 ツルカ オブ ハマナ ガーデン 大角 美智子

1 ジーガー SG 114 イゾ フォン タックル 椎木 敦大

2 RジーガーGr SG 112 オリバー フォム シェーネ ベルク 村上 太一

3 RジーガーGr SG 113 ペオ フォン ヒロ カシマ 橋本 博

1 ジーゲリン SG 111 ロミー フォム グロース ゾンネ 大日方 健司

2 RジーゲリンGr SG 110 プルガー フォン ヒロ カシマ 石田 武志

1 ジーガー SG 108 ベンノ フォン バンダイ フルカワソウ 古川 敬紀

2 RジーガーGr SG 107 トルゴ オブ セイント フジ ジュニア 村上 太一

1 ジーゲリン SG 105 イルザ フォム ハウス シホ 政森 信之

2 RジーゲリンGr SG 106 ギルダ フォン ヒゴ ユーセイ 宮本 幸春

3 RジーゲリンGr SG 103 クラージェ フォム ウンゼレ シャッツ 田中 金蔵

4 RジーゲリンGr SG 104 ベラ フォン バンダイ フルカワソウ 古川 敬紀

幼犬C牡組 1 102 オトヴィン フォン ウーファ 727 安部 義和

1 100 オッシー フォン ウーファ727 岸 勝彦

2 101 アリス フォン シリウス 丸山 芳弘
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