
主　催 公益社団法人 日本シェパード犬登録協会 後 援　公認 千葉県支部

と　き 令和2年 10月 4日 ［日］ ところ 千葉県富津市  富津みなと公園 多目的運動広

審査員

組 席次 称　号 評価 ゼッケン 犬　　　 　　　名 所有者

1 ジーガー V 37 ヤスコ フォム トラウムビルト 坂本 秀一郎

2 ジーガーグルッペ V 40 クヴィリヌス オブ セイント フジ ジュニア 引田 天功

3 ジーガーグルッペ V 39 クシランダー フォン シミズ オカモト 岡本 久雄

4 ジーガーグルッペ V 38 ドンⅡ フォン バイコーソウ ゾーン 村野 理香子

5 ジーガーグルッペ V 41 グイド フォン ウーファ セヴン ツー セヴン 谷川  文英

1 ジーゲリン V 31 ザーヴァ フォン バイコーソウ ゾーン 武田 久男

2 ジーゲリングルッペ V 34 エルサ フォン タックル 吉元 教治

3 ジーゲリングルッペ V 33 クサファ フォン ヨナゴ カワモト 田浦 清則

4 ジーゲリングルッペ V 35 クヴィッキ オブ セイント フジ ジュニア 秦 京子

5 ジーゲリングルッペ V 32 クシタ フォン シミズ オカモト 陽田 和美

1 ジーガー SG 42 クヴェン フォム グロース ゾンネ 古川 敬紀

2 Rジーガーグルッペ SG 29 バズ フォン ノウェ ヴィラ 井上 裕子

3 Rジーガーグルッペ SG 27 ペオ フォン ヒロ カシマ 橋本 博

1 ジーゲリン SG 25 イロナ フォム ハウス リエ 太田 則治

2 Rジーゲリングルッペ SG 26 ビアンカ フォン ノウェ ヴィラ 井上 裕子

3 Rジーゲリングルッペ SG 23 プルガー フォン ヒロ カシマ 石田 武志

4 Rジーゲリングルッペ SG 22 ユリア フォン オーサカ トリウ 鳥生 清哉

5 Rジーゲリングルッペ SG 24 ツルカ オブ ハマナ ガーデン 杉山 正之

1 ジーガー SG 20 バルド フォン バンダイ フルカワソウ 杉山 正之

2 Rジーガーグルッペ SG 21 イゾ フォン タックル 椎木 敦大

1 ジーゲリン SG 17 フェーマ フォン オーサカ トリウ 鳥生 清哉

2 Rジーゲリングルッペ SG 18 ココ フォム ウンゼレ シャッツ 高橋 和夫

1 ジーガー SG 13 ルーク フォム ハウス ニンジャ 高橋 和夫

2 Rジーガーグルッペ SG 15 アルバン フォン シュテイン オーベン 柏木 修一

3 Rジーガーグルッペ SG 14 オトヴィン フォン ウーファ セヴン ツー セヴン 安部 義和

1 ジーゲリン SG 12 グレア フォン バイコーソウ ゾーン 武田 久男

2 Rジーゲリングルッペ SG 11 パルメ オブ インターファーム 杉山 正之

1 ジーガー SG 10 ホルト フォン ヒゴ ユーセイ 宮本 幸春

2 Rジーガーグルッペ SG 9 ツォル フォン シミズ オカモト 岡本 久雄

1 ジーゲリン SG 7 ソフィ フォム グロースゾンネ 山野 浩二

2 Rジーゲリングルッペ SG 8 サラ フォム グロースゾンネ 山本 寛之

3 Rジーゲリングルッペ SG 6 ユッカ フォン シミズ オカモト 岡本 久雄

幼犬C 牡 1 5 ウベルト フォム ハウス バンモ 阪本 成徳

1 2 リアーネ フォン オーサカ トリウ 鳥生 清哉

2 4 ザーラ フォム ビギン グリュック 高橋 和夫

3 3 ザニー フォム ビギン グリュック 島田 紀子

成犬 牡 1 1 ルディマン フォン ビルダー 髙橋 圭三

若犬 牝

幼犬A 牡

幼犬B 牡

幼犬B 牝

2020年 スーパーランデスジーガー展　成 績

幼犬C 牝

アマチュアクラス

成犬組（アマチュアクラス含）：梅島 基平　未成犬～幼犬C組：櫻井 敬三

成犬 牡

未成犬 牡

幼犬A 牝

成犬 牝

未成犬 牝

若犬 牡


