
主　催 公認 札幌支部、公認 神奈川県支部

後 援 公益社団法人 日本シェパード犬登録協会 本部

と　き 平成30年10月7日 ［日］

ところ 千葉県野田市 関宿ふれあい広場（宝珠花橋下）	

審査員

アマチュアクラス：八木橋文夫（主）

組 席次 称　号 評価 ゼッケン 犬　　　 　　　名 所有者

1 ジーガー V 33 チャンプ フォン デン クロスターシュパッツェン 鈴木 佳世

2 ジーガーGr V 35 フォクト オブ ハマナガーデン 大角 美智子

3 ジーガーGr V 31 フェトル オブ ハマナガーデン 太田 則治

4 ジーガーGr V 32 ゲリマー フォム ハウス ヴァ－ゲン 斎藤 由美子

5 ジーガーGr V 34 ドルフ オブ インターファーム 杉山 正之

6 ジーガーGr V 36 マック フォン ビルダー 田浦 清則

1 ジーゲリン V 30 フィータ フォン シミズ オカモト 岡本 久雄

2 ジーゲリンGr V 26 アーサ フォン シミズ オカモト 岡本 久雄

3 ジーゲリンGr V 29 カーヤ オブ セイント フジ ジュニア 亀井 達也

4 ジーゲリンGr V 27 ミカ フォム セカンド ジョ－バンソウ 井上 裕子

5 ジーゲリンGr V 28 ナタリー フォム ハウス カウチ 森田 雅己

6 RジーゲリンGr V 25 マリア フォム シュロスグラ－ベン 長浜 豊彦

長毛 1 ジーゲリン SG 37 カーラ フォム セカンド ジョ－バンソウ 井上 裕子

1 ジーガー SG 24 ディープ フォン デァ クーニギン 金丸 和子

2 RジーガーGr SG 23 リスコ フォム ハウス カウチ 森田 雅己

未成犬 牝組 1 ジーゲリン SG 22 イェラ フォン ヨナゴ カワモト 松田 真樹

1 ジーガー SG 20 ヤルク オブ ハマナ ガーデン 高橋 和夫

2 RジーガーGr SG 18 ヨリーク オブ ハマナ ガーデン 羽村 隆

3 RジーガーGr SG 16 クヴィリヌス オブ セイント フジ ジュニア 引田 天功

4 RジーガーGr SG 19 ロジャー フォン ビルダ－ 大島 義晴

5 RジーガーGr SG 21 アップ フォム シュロス グラーベン 藤井 基之

6 SGグルッペ SG 15 ルディマン フォン ビルダ－ 髙橋 圭三

7 SGグルッペ SG 17 タイソン フォム シュロス グラーベン 八木澤昌彦

1 ジーゲリン SG 11 クヴィッキ オブ セイント フジ ジュニア 秦 京子

2 RジーゲリンGr SG 12 クィーナ フォン スズカ サンケイ 中村 隆夫

3 RジーゲリンGr SG 13 ヴォニ フォン シミズ オカモト 井上 裕子

4 RジーゲリンGr SG 14 タラ フォム シュロス グラーベン 長浜 豊彦

幼犬A 牡組 1 ジーガー SG 10 ラルフ オブ セイント フジ ジュニア 田島 治美

1 ジーゲリン SG 8 リミー オブ セイント フジ ジュニア 矢野 和男

2 RジーゲリンGr SG 7 ミューミュー ドゥ ラ ヴィ アン ローズ 石川 みほ

1 ジーゲリン SG 9 エルザ フォン デア クーニギン 金丸 和子

2 RジーゲリンGr SG 4 ペギー フォン サクシュウ ムサシ 河部 知巳

3 RジーゲリンGr SG 5 ディザ フォム バウハウス イセ 松山 睦男

4 RジーゲリンGr SG 6 プラハト フォン ブランド シュヴァネン 三浦 恵理子

幼犬C 牡組 1 3 エドゥ フォム バウハウス イセ 長谷部 由紀夫

1 1 ガビ フォム トミヤソウ 岡田 房幸

2 2 アリス v. ノウェヴィラ 井上 裕子

成犬 牡組 1 41 エッツェル フォン オ－サカ トリウ 相坂 幹雄

成犬 牝組 1 40 テア オブ ハマナガーデン 太田 則治

1 39 ティンマ フォン バイコーソウ ゾーン 荒井恵

2 61 ジグラン II フォム バイコーソウ ゾーン 鎌田 直孝

若犬 牡組 1 38 パンター オブ セイント フジ ジュニア 赤嶺ふみえ

幼犬B 牝組

幼犬C 牝組

長毛

 アマチュアクラス

2018年 スーパーランデスジーガー展　成 績

牡：八木橋文夫（主）・後藤宏行・澤田まどか（副）　牝：櫻井敬三（主）・後藤宏行・澤田まどか（副）
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