
2019中日本ランデスジーガー展　成績表

幼犬C牝組 審査員　後藤 宏行
席次 ゼッケン

1 2 （犬名） ロミー　フォム　グロースゾンネ
（父名） カスパ　von　トロンイエ （母名） ロリー　フォム　グロースゾンネ

出陳者 大日方　健司
2 1 （犬名） ウィル　vom 　ビギングリュック

（父名） デスペラドス　vom　ペンドラー （母名） シャリー　vom　ヒューネグラープ
出陳者 浪江　成泰

幼犬C牡組 審査員　斉藤 志津香
席次 ゼッケン

1 5 （犬名） レギン　フォム　グロースゾンネ
（父名） カスパ　von　トロンイエ （母名） ロリー　フォム　グロースゾンネ

出陳者 大日方　健司
2 3 （犬名） ヴァン　vom 　ビギングリュック

（父名） カスパ　von　トロンイエ （母名） ヴィルマ　vom　クックスランド
出陳者 浪江　成泰

幼犬Ｂ牝組 審査員　後藤 宏行
席次 ゼッケン

1 9 （犬名） イロナ　フォム　ハウス　リエ
（父名） フェトル　オブ　ハマナ　ガーデン （母名） クヴァステ　フォム　ガウエカック

出陳者 太田　則治
2 8 （犬名） イデア　フォン　デア　カデンツ

（父名） マエストロ　デュ　ヴァル　ダンザン （母名） エーレ　フォン　タックル
出陳者 吉元　教治

3 7 （犬名） ビアンカ　V　ノウエ　ヴィラ
（父名） クサフィ　ディカーサノビリ （母名） ミカ　Ｖ　セカンドジョーバンソウ

出陳者 井上　裕子
4 10 （犬名） ウビツァ　フォン　シリウス

（父名） チャンプ　フォン　デン　クロスターシュパッツェン （母名） キャラ　V　リアントゥール
出陳者 竹田　万弓

5 6 （犬名） ウルリケ　フォン　シリウス
（父名） チャンプ　フォン　デン　クロスターシュパッツェン （母名） キャラ　V　リアントゥール

出陳者 竹田　万弓
6 11 （犬名） バンビ　V　ノウエ　ヴィラ

（父名） クサフィ　ディカーサノビリ （母名） ミカ　Ｖ　セカンドジョーバンソウ
出陳者 井上　愛里

幼犬Ｂ牡組 審査員　斉藤 志津香
席次 ゼッケン

1 20 （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

出陳者 大日方　健司
2 14 （犬名） バズ　V　ノウエ　ヴィラ

（父名） クサフィ　ディカーサノビリ （母名） ミカ　Ｖ　セカンドジョーバンソウ
出陳者 井上　裕子

3 13 （犬名） フリッツ　フォム　バウハウスイセ
（父名） チャンプ　フォン　デン　クロスターシュパッツェン （母名） クレア　V　バウハウスイセ

出陳者 松本　修治
4 12 （犬名） イラス　ＶＨ　リエ

（父名） フェトル　オブ　ハマナ　ガーデン （母名） クヴァステ　フォム　ガウエカック
出陳者 山田　広大



2019中日本ランデスジーガー展　成績表

幼犬A牝組 審査員　後藤 宏行
席次 ゼッケン

1 15 （犬名） メリッサ　フォン　ウーファ　７２７
（父名） ヴィクトール　フォン　デア　ホウメイフルス （母名） イドゥナ　フォン　オーサカトリウ

出陳者 高岡　政義
2 17 （犬名） ラッヘル　フォン　シルウス

（父名） チャンプ　フォン　デン　クロスターシュパッツェン （母名） ファーファ　ドゥ　ラヴィアンローズ
出陳者 下野　秋

3 16 （犬名） ベイシャ　フォン　シントシュライン
（父名） タッコ　フォム　ナプテエンマーエック （母名） ティアラⅢ　フォン　ビゼンヒュッテ

出陳者 北川　一郎

幼犬A牡組 審査員　斉藤 志津香
席次 ゼッケン

1 18 （犬名） オラフ　フォン　クラーゲン
（父名） エルフ　フォン　ヤマトシラユキソウ （母名） ローラ　フォン　ヴェステンバッハ

出陳者 石川　達哉

若犬牝組 審査員　後藤 宏行
席次 ゼッケン

1 21 （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

出陳者 大日方　健司
2 22 （犬名） アリス　V　ノウエ　ヴィラ

（父名） ヘルトン　デュ　オー　マンサール （母名） ミカ　Ｖ　セカンドジョーバンソウ
出陳者 井上　裕子

若犬牡組 審査員　斉藤 志津香
席次 ゼッケン

1 24 （犬名） クシランダー　フォン　シミズオカモト
（父名） フォクト　オブ　ハマナ　ガーデン （母名） ザーラ　フォン　シミズオカモト

出陳者 岡本　久雄
2 25 （犬名） ハービー　フォン　デア　カデンツ

（父名） マックス　フォン　リアン　トゥール （母名） イヴァンネ　フォンデア　ホウメイフルス
出陳者 椎木　敦大

3 23 （犬名） ウビロ　V　エリートキタジマ
（父名） チャンプ　フォン　デン　クロスターシュパッツェン （母名） エメラルド　v.d　シュロスブリュンネン

出陳者 平松　慶子

未成犬牝組 審査員　後藤 宏行

1 26 （犬名） ハニー　フォン　グラーベン
（父名） アルス　フォン　ヒューネグラープ （母名） アーディ　フォン　グラーベン

出陳者 吉冨　博史
2 29 （犬名） エルザ　フォン　デア　クーニギン

（父名） ピッポ　ハウス　オブ　グラミル （母名） カッサンドラ　フォン　デア　クーニギン
出陳者 金丸　和子

3 27 （犬名） ドーリ　vom　バウハウスイセ
（父名） タッコ　Ｖ　ナプテエンマーエック （母名） クヴェナ　Ｖ　シュテーアウフメンヒエン

出陳者 南　操代



2019中日本ランデスジーガー展　成績表

成犬牝組 審査員　梅島 基平
席次 ゼッケン

1 30 （犬名） ヴィニー　フォム　トラウムビルト
（父名） アトス　アウス　アグリゲント （母名） ウルマ　フォン　デア　ホウメイフルス

出陳者 服部　富男
2 32 （犬名） フィータ　フォン　シミズオカモト

（父名） ゾル　フォン　ハカタカキノキ （母名） ザーラ　フォン　シミズオカモト
出陳者 岡本　久雄

3 33 （犬名） ミカ　Ｖ　セカンドジョーバンソウ
（父名） ゲルモ　Ｖ　ロートシルト （母名） ユリア　Ｖ　ブラーヴェンブラーク

出陳者 井上　裕子
4 34 （犬名） クヴァステ　Ｖ　ガウエカック

（父名） アルス　V 　ヒューネグラープ （母名） アルファ　ＶＨ　ユニード
出陳者 大野　利恵子

5 31 （犬名） ヒルマ　V　アサヒカワスギグチ
（父名） デスペラドス　vom　ペンドラー （母名） ノルネ　V　オーサカトリウ

出陳者 杉口　幸資

成犬牡組 審査員　梅島 基平
席次 ゼッケン

1 35 （犬名） デスペラドス　vom　ペンドラー
（父名） アトス　アウス　アグリゲント （母名） チャキラ　vom　ペンドラー

出陳者 浪江　成泰
2 39 （犬名） ヤルク　オブ　ハマナ　ガーデン

（父名） ピッポ　ハウス　オブ　グラミル （母名） テア　オブ　ハマナ　ガーデン
出陳者 高橋　和夫

3 36 （犬名） ヤスコ　フォム　トラウムビルト
（父名） デスペラドス　vom　ペンドラー （母名） ウルマ　フォン　デア　ホウメイフルス　

出陳者 坂本　秀一郎
4 38 （犬名） グイド　フォン　ウーファ　７２７

（父名） デスペラドス　フォム　ペンドラー （母名） チャキーラ　フォン　ウーファ　７２７
出陳者 原田　和子

5 37 （犬名） ディープ　フォン　デア　クーニギン
（父名） ゲルモ　フォン　ロートシルト （母名） カッサンドラ　フォン　デア　クーニギン

出陳者 金丸　和子

成犬牡組（長毛） 審査員　梅島 基平
席次 ゼッケン

1 40 （犬名） カイザー　Ｖ　セカンドジョーバンソウ
（父名） マルコ　フォム　ランゲンブンゲルト （母名） エヴァ　Ｖ.Ｈ.　ヴォーダン

出陳者 稲垣　芳人


