
主　催 公益社団法人 日本シェパード犬登録協会 本部

と　き 令和4年 10月8日 ［土］

ところ 静岡県富士市 富士川緑地公園

審査員

組 席次 称　号 評価 ゼッケン 犬　　　 　　　名 生年月日 所有者 （敬称略）

1 ジーガー V 44 チャンゴ アウス アグリゲント 2016/5/10 石川 佳世

2 ジーガーGr V 43 イレックス フォン オーサカ トリウ 2020/3/8 坂本 秀一郎

3 ジーガーGr V 38 スペンサー フォム シュテーアウフメンヒェン 2020/6/17 高橋 和夫

4 ジーガーGr V 40 ルーク フォム ハウス ニンジャ 2019/11/7 高橋 和夫

5 ジーガーGr V 42 アリー フォム ミヤビ インヴィンシブル 2020/3/29 森田 雅巳

6 ジーガーGr V 39 レオン フォム ビギン グリュック 2017/2/20 奥田 順一

1 ジーゲリン V 37 アロエ フォム ベルクムント ホーフ 2020/3/3 坂本 秀一郎

2 ジーゲリンGr V 32 グレア フォン バイコーソウ ゾーン 2019/12/1 武田 久男

3 ジーゲリンGr V 35 モニカ フォン オーサカ トリウ 2020/8/26 大日方 健司

4 ジーゲリンGr V 34 アリス フォン ノウェ ヴィラ 2018/5/25 井上 裕子

長毛 1 ジーゲリン V 31 ベラルダ フォン ヨナゴ カワモト 2019/8/31 高瀬 功基

1 ジーガー SG 28 フィクタ フォン ミヤザキ シモダ 2020/12/2 下田 和士

2 ジーガーGr SG 29 アーデン オブ セイント フジ ジュニア 2021/2/11 田島 治美

3 ジーガーGr SG 30 オーディン フォム トミヤソウ 2020/11/21 佐野 龍子

1 ジーゲリン SG 27 ウグラ フォム グロース ゾンネ 2020/12/13 末松 八起

2 ジーゲリンGr SG 26 アマンダ オブ セイント フジ ジュニア 2021/2/11 石川 セリ

3 ジーゲリンGr SG 24 エレン フォム ウンゼレ シャッツ 2021/2/11 中村 義則

1 ジーガー SG 23 マルド フォン タックル 2021/8/8 吉元 教治

2 ジーガーGr SG 22 Scott du Val D'Anzin 2021/6/30 永坂 早苗

1 ジーゲリン SG 20 ツァーリン フォム トラウムビルト 2021/6/11 服部 富男

2 ジーゲリンGr SG 17 ハナ フォン バイコーソウ ゾーン 2021/4/12 鈴木 宏治

3 ジーゲリンGr SG 18 ローラ フォン グラーベン 2021/8/18 吉冨 博史

4 ジーゲリンGr SG 19 エナ フォン チーム オリカサ 2021/9/5 折笠 正美

5 ジーゲリンGr SG 21 ベッタ オブ ハマナ ガーデン 2021/8/3 太田 則治

1 ジーガー SG 15 ハグリット フォン シュテルン ホシノ 2021/12/5 岸 建旨

2 ジーガーGr SG 16 エルフ フォン シュテイン オーベン 2021/12/8 石上 しのぶ

幼犬A牝組 1 ジーゲリン SG 14 ヘルガ フォン シュテルン ホシノ 2021/12/5 岸 建旨

1 ジーガー SG 13 イロー フォム ヴァイス ヒューゲル 2022/2/22 杉山 正之

2 ジーガーGr SG 10 セドリック オブ セイント フジ ジュニア 2022/2/17 北村 泰行

3 ジーガーGr SG 11 ダゴ フォン バンダイ フルカワソウ 2022/2/22 古川 敏子

1 ジーゲリン SG 8 ナディア フォン タックル 2022/3/8 吉元 教治

2 ジーゲリンGr SG 5 ブランカ フォム ミヤビ インヴィンシブル 2022/2/10 森田 雅巳

3 ジーゲリンGr SG 9 アーディ フォム トラウムビルト 2022/4/6 服部 富男

4 ジーゲリンGr SG 7 コメット オブ セイント フジ ジュニア 2022/2/17 菊田 綾子

5 ジーゲリンGr SG 6 フレデス フォン シュテイン オーベン 2022/3/20 石上 しのぶ

幼犬C牡組 1 4 コナン オブ テイクワン ドリーム 2022/4/10 藤井 基之

1 3 クローネ フォン デア カデンツ 2022/4/18 岸 建旨

2 1 アナベル フォン フェアシュプレッヒェン 2022/5/29 佐伯 麻美

幼
犬
B
牝
組

幼犬C牝組

未
成
犬
牝
組

若犬 牡組

若
犬
牝
組

幼犬A牡組

幼犬B牡組

2022年・第6回秋季 スーパーランデスジーガー展　成 績
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成
犬
牡
組

成
犬
牝
組

未
成
犬
牡
組


