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組 席次 称　号 評価 ゼッケン 犬　　　 　　　名 所有者 （敬称略）

1 ジーガー V 58 オスカー デ ベルジェ デ パトミザント *TSBベスト 長谷部 由紀夫

2 ジーガーGr V 60 マエストロ デュ ヴァル ダンザン 本村 真祐

3 ジーガーGr V 52 ヤルク オブ ハマナ ガーデン 高橋 和夫

4 ジーガーGr V 59 ディープ フォン デア クーニギン 金丸 和子

5 ジーガーGr V 56 バルド フォン バンダイ フルカワソウ 杉山 正之

6 ジーガーGr V 57 ヤスコ フォム トラウムビルト 坂本 秀一郎

7 ジーガーGr V 54 イゾ フォン タックル 椎木 敦大

8 ジーガーGr V 51 クヴェン フォム グロース ゾンネ 住吉 聖一

9 ジーガーGr V 49 ルーク フォム ハウス ニンジャ 高橋 和夫

10 RジーガーGr V 50 キング ドゥ ラ ヴィ アン ローズ 吉岡 一也

11 RジーガーGr V 53 バズ フォン ノウェ ヴィラ 井上 裕子

12 RジーガーGr V 55 イラス フォム ハウス リエ 山田 広大

1 ジーゲリン V 48 プリシラ フォム グロース ゾンネ 大日方 健司

2 ジーゲリンGr V 41 プルガー フォン ヒロ カシマ 石田 武志

3 ジーゲリンGr V 46 ミューミュー ドゥ ラ ヴィ アン ローズ 岸 秀樹

4 ジーゲリンGr V 43 イルザ フォム ハウス ニンジャ  *TSBベスト 白井 忍

5 ジーゲリンGr V 45 アリス フォン ノウェ ヴィラ 井上 裕子

6 RジーゲリンGr V 47 ツォッテル オブ ハマナ ガーデン 永坂 美希子

長毛 1 ジーゲリン V 40 ベラルダ フォン ヨナゴ カワモト 高瀬 功基

1 ジーガー SG 37 ホルト フォン ヒゴ ユーセイ 宮本 幸春

2 ジーガーGr SG 39 イレックス フォン オーサカ トリウ 髙岡 政義

3 ジーガーGr SG 38 アリー フォム ミヤビ インヴィンシブル 森田 雅巳

1 ジーゲリン SG 35 グレア フォン バイコーソウ ゾーン 武田 久男

2 ジーゲリンGr SG 34 パルメ オブ インターファーム 杉山 正之

3 ジーゲリンGr SG 36 クィニー フォン ウーファ 727 宮本 幸春

4 RジーゲリンGr SG 33 ザーラ フォム グロース ゾンネ 山本 寛之

5 RジーゲリンGr SG 32 ユッカ フォン シミズ オカモト 岡本 久雄
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組 席次 称　号 評価 ゼッケン 犬　　　 　　　名 所有者 （敬称略）

1 ジーガー SG 30 スペンサー フォム シュテーアウフメンヒェン 長谷部 由紀夫

2 ジーガーGr SG 31 タッソ フォム グロース ゾンネ 三好 昭二

3 ジーガーGr SG 28 エール オブ セイント フジ ジュニア 坪井 廣行

4 ジーガーGr SG 25 ヨーカー フォム ハウス カウチ 瀧澤 麗子

5 RジーガーGr SG 26 バース フォン シュテイン オーベン 石上 しのぶ

6 RジーガーGr SG 29 ヨーダン フォム ハウス カウチ 館野 典久

7 RジーガーGr SG 24 ヨーディン オブ セイント フジ ジュニア 吉田 裕希

8 RジーガーGr SG 27 スター フォム シュテーアウフメンヒェン 阿部 尚子

1 ジーゲリン SG 21 グレース フォン デア クーニギン 金丸 和子

2 ジーゲリンGr SG 20 モニカ フォン オーサカ トリウ 大日方 健司

3 ジーゲリンGr SG 16 ローマ フォン ウーファ 727 服部 富男

4 ジーゲリンGr SG 18 クサンガ フォン デア ケントランタス 髙岡 政義

5 ジーゲリンGr SG 22 バルダ フォン シュテイン オーベン 段塚 慶支

6 RジーゲリンGr SG 17 コニー フォン バンダイ フルカワソウ 原子 由春

7 RジーゲリンGr SG 19 サリー フォム シュテーアウフメンヒェン 塚田 吉昭

長毛 1 ジーゲリン SG 15 ギセラ フォン デア クーニギン 金田 絵里子

1 ジーガー SG 12 フィクタ フォン ミヤザキ シモダ 下田 和士

2 ジーガーGr SG 13 アーデン オブ セイント フジ ジュニア 田島 治美

3 ジーガーGr SG 14 オーディン フォム トミヤソウ 佐野 龍子

1 ジーゲリン SG 9 ウグラ フォム グロース ゾンネ 末松 八起

2 ジーゲリンGr SG 7 フェスタ フォン ミヤザキ シモダ 山地 貴洋

3 ジーゲリンGr SG 8 クイーン オブ インターファーム 長谷部 由紀夫

4 RジーゲリンGr SG 10 アンジェラ オブ セイント フジ ジュニア 池野 利夫

5 RジーゲリンGr SG 11 ツェナ フォン シュテイン オーベン 石上 しのぶ

1 ジーガー SG 6 トリス フォム シュテーアウフメンヒェン 小西 渉

2 ジーガーGr SG 5 ガルシア フォン シュテルン ホシノ 星野 道子

1 ジーゲリン SG 4 ツェラ フォン デア ケントランタス 髙岡 政義

2 ジーゲリンGr SG 3 ハナ フォン バイコーソウ ゾーン 鈴木 宏治

1 1 ツァネラ フォム トラウムビルト 服部 富男

2 2 ツァーリン フォム トラウムビルト 服部 富男

若犬 牡組

若犬 牝組

幼犬A牡組

幼犬A牝組

幼犬B牡組

幼犬B牝組

幼犬C牝組


