
ゼッケン グループ 犬名 性別 ＪＳＺ 生年月日 所有者 指導手

1 Ａ デリコ オブ ロジーダ ５１ 牡 383943 2016/4/28 松本智子 安達富三

2 Ａ アーネスト オブ フォン ヴェリテ 牡 384206 2016/3/16 原栄治 安達健

3 Ａ ボースコ デッラ ヴェルジオーネ スポルティーヴァ 牡 382034 2014/4/4 小山正春 安達富三

4 Ａ アミーコ フォン デア レルヒェ 牡 381609 2013/8/16 塚原雄器 安達智子

5 Ａ アドルフ フォン デア レルヒェ 牡 381614 2013/8/16 木内政雄 安達健

6 Ａ アレキサンダー フォン デア レルヒェ 牡 381611 2013/8/16 藤村明実 安達富三

7 Ａ ベッペ デッラ ヴェルジオーネ スポルティーヴァ 牡 382035 2014/4/4 池部敏市 安達健

8 Ａ ゲルモ  フォン ツヴァイブルッケン 牡 380832 2012/10/17 古澤小百合 安達富三

9 Ａ ヤッキー フォン ヨコハマ シゲリ メス 377621 2009/6/27 芳村深雪 芳村深雪

10 Ａ デーア デッラ ヴェルジオーネ スポルティーヴァ メス 383039 2015/10/9 山口正 安達健

11 Ａ オレンジ オブ G.T.R メス 382350 2014/8/1 松本智子 安達富三

12 Ａ ホーレ フォン ツヴァイブルッケン メス 381320 2013/5/11 横塚寛 安達智子

13 Ａ ザラ フォン ヤマト モリヤ メス 382150 2014/5/28 山口正 安達健

14 Ａ 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 383038 2015/10/9 松本智子 安達富三

15 Ａ ツール フォン トーソーエン メス 380703 2012/8/18 沼愛子 安達健

16 Ｂ ホーク オブ Ｓ.ウイスタリア 牡 382170 2014/6/12 中嶋登 望月利彦

17 Ｂ デーゲン オブ ストライン イケガミ 牡 379892 2011/10/1 藤倉進 池上昇

18 Ｂ アイヴァン オブ フォン ヴェリテ 牡 381920 2011/11/29 山田泰生 山田泰生

19 Ｂ ベルトルト フォム ザック 牡 376804 2008/10/10 山口常夫 山口常夫

20 Ｂ アポロン フォム ハウス ママ 牡 380157 2012/1/22 葛野あつ子 望月利彦

21 Ｂ ヴァルド オブ Ｓ． ウイスタリア 牡 377474 2009/5/15 山田勇治 高橋義裕

22 Ｂ ヨーニ フォン クシラ ムラカミ メス 382976 2013/8/28 山田泰生 山田三郎

23 Ｂ ラムセス フォン ブランド シュヴァネン 牡 380955 2012/10/10 山本千絵 山本千絵

24 Ｂ エンディー オブ ストライン イケガミ 牡 382325 2014/9/4 池上昇 池上昇

25 Ｂ イアーゴ オブ Ｓ.ウイスタリア 牡 382173 2014/6/25 後藤幹郎 望月利彦

26 Ｂ フェリーツィタス フォン ハーツ ムーン メス 380718 2012/8/2 細川雅人 青木沙季

27 Ｂ ユリア フォム ハウス カウチ メス 382361 2014/8/17 村上龍之助 藤田智奈

28 Ｂ アンマー フォン デァ ヴァンダーファルケン メス 383453 2016/6/18 大野利恵子 南友雄

29 Ｂ ココ オブ ストライン イケガミ メス 379050 2010/9/25 池上昇 池上昇

30 Ｂ レオトルート フォム ハウス ティー モチ メス 380042 2011/12/22 後藤幹郎 望月利彦

31 Ｃ ノルトラム オブ カガ ラブリー 牡 381635 2013/8/22 百目鬼保明 池澤清隆

32 Ｃ オラーフ フォン チバ エビハラソウ 牡 381729 2013/10/5 海老原政昭 武波亨

33 Ｃ ヤーネ フォン デア フェルシュタントハイム メス 381198 2013/2/27 小楠真由美 堀内壽子

34 Ｃ マルシャルク オブ アウトサイダー 牡 382398 2014/9/7 谷口利憲 大原茂雄

35 Ｃ デルビー フォン ツヴァイブルッケン 牡 378180 2009/12/20 勝柴正幸 堀井裕章

36 Ｃ カール フォン デア フェルシュタントハイム 牡 381863 2014/2/8 堀内壽子 鳥実亮太

37 Ｃ ナポレオン オブ アウトサイダー 牡 382405 2014/9/20 佐藤源吉 池澤清隆

38 Ｃ オリヴァー フォン チバ エビハラソウ 牡 381731 2013/10/5 西村外茂次 島田薫

39 Ｃ ネプチューン オブ アウトサイダー 牡 382407 2014/9/20 小佐野恵司 小佐野恵司

40 Ｃ マルガネーテ オブ アウトサイダー メス 382404 2014/9/7 池澤清隆 加藤まりえ

41 Ｃ バルド オブ スピリット トム 牡 376742 2008/10/28 飯塚光子 堀内壽子

42 Ｃ ノルド オブ G.T.R 牡 381487 2013/5/5 西原哲 武波亨

43 Ｃ ネルソン オブ アウトサイダー 牡 382406 2014/9/20 岩淵千佳子 池澤清隆

44 Ｃ ノトヘルム フォン デア フェルシュタントハイム 牡 382523 2014/12/17 小楠真由美 鳥実亮太

45 Ｃ セシル フォン グランツ フェルト メス 378970 2010/7/27 谷口利憲 大原茂雄
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