
2016 中日本ランデスジーガー展成績

背番号 種類 雌雄 名前 父犬名 母犬名 生年月日 申込者 称号

1 1 幼犬Ｃ 牡 ドラウフ　Ｖ.Ｈ　Ｔ.サイトー シャノ　ｖ　ヴィンロー エルザ　Ｖ.Ｈ　Ｔ.サイトー 2016/4/11 青木　一弘

2 2 幼犬Ｃ 牡 ツァイス　オブ　ミナミエンタープライズ アクセル　v.d　ローテンローゼ ニース　オブ　ミナミエンタープライズ 2016/5/20 大野　宗雄

1 39 幼犬Ｃ 牝 杉山　正之

2 35 幼犬Ｃ 牝 エリー　ｖ　ブランドシュバンネン 山本　千絵

3 6 幼犬Ｃ 牝 申請中 アマンシオ　オブ　ジェントルフィーリング グロリア　フォン　クライネスタール 2016/6/16 髙橋　勤

背番号 種類 雌雄 名前 父犬名 母犬名 生年月日 申込者 称号

1 11 幼犬Ｂ 牡 フォクト　オブ　ハマナ　ガーデン 二コー　フォン　デム　ヴァルトグラーベン ツィザ　フォム　ダスキント　ゾンネ 2016/2/20 髙橋　和夫 ジーガー

欠 12 幼犬Ｂ 牡 フェトル　オブ　ハマナ　ガーデン 二コー　フォン　デム　ヴァルトグラーベン ツィザ　フォム　ダスキント　ゾンネ 2016/2/20 安達　俊夫

欠 13 幼犬Ｂ 牡 レノックス　ｖ　ミヤザキシモダ アルス　ｖ　ヒューネグラーフ クザフェリア　ｖ　ミヤザキシモダ 2016/1/31 下田　和士

1 19 幼犬Ｂ 牝 ツァーラー　ｏｆ　ホークウィングヨーコ アルス　ｖ　ヒューネグラーフ オッティ　ｏｆ　ホークウィングヨーコ 2016/1/6 長原　憲博 ジーゲリン

2 16 幼犬Ｂ 牝 チェリオ　フォン　イズミ　ハシモト ブッツ　フォン　イズミ　ハシモト ドルータ　フォム　ロックハート 2016/2/3 多田　亜矢 Ｒ，ジーゲリンＧ

3 18 幼犬Ｂ 牝 リザ　ｖ　ミヤザキ　シモダ アルス　ｖ　ヒューネグラーブ クサフェリア　ｖ　ミヤザキ　シモダ 2016/1/31 長田　修 Ｒ，ジーゲリンＧ

4 17 幼犬Ｂ 牝 フローニ　オブ　ハマナ　ガーデン 二コー　フォン　デム　ヴァルトグラーベン ツィザ　フォム　ダスキント　ゾンネ 2016/2/20 太田　則治 Ｒ，ジーゲリンＧ

背番号 種類 雌雄 名前 父犬名 母犬名 生年月日 申込者 称号

1 26 幼犬Ａ 牡 ドッポ　ｖ　ウーファ727 ヴィクトール　v.d　ホウメイフルス ノルネ　ｖ　オーサカトリウ 2015/10/19 森原　国雄 ジーガー

2 24 幼犬Ａ 牡 マルス　ｖ　バンモ 伊賀上　佶 Ｒ，ジーガーＧ

1 31 幼犬Ａ 牝 ディミータ　フォン　ウーファ　セヴン　ツー　セヴン ヴィクトール　フォン　デア　ホウメイフルス ノルネ　フォン　オーサカトリウ 2015/10/19 金丸　和子 ジーゲリン

2 32 幼犬Ａ 牝 ツィーザー ｖ.ｄ　ヴァンダーファルケン アクセル　v.d　ローテンローゼ ローラ　ｖ.　ヴェステンバッハ 2015/10/10 山本利三 Ｒ，ジーゲリンＧ
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背番号 種類 雌雄 名前 父犬名 母犬名 生年月日 申込者 称号

1 38 若犬 牡 ディオール　ｖｏｎ　グラーベン ニコー　v.d　ヴァルトグラーベン アーディ　ｖｏｎ　グラーベン 2015/9/6 中村　隆夫 ジーガー

2 37 若犬 牡 ベェルフ　ｏｆ　ミナミエンタープライズ ドラゴ　ｖｏｎ　ライヒャーベルク ニース　ｏｆ　ミナミエンタープライズ 2015/5/3 山田　広大 Ｒ，ジーガーＧ

3 36 若犬 牡 デニス　フォン　ティークフェルド ツオイス　ｖ　バイコーソーゾーン グロリア　フォム　ライヒャーベルグ 2015/6/27 白藤　雅一 Ｒ，ジーガーＧ

1 42 若犬 牝 ユッカ　v.d　ホウメイフルス ウンカス　ｖ　オスカーベルガーラント アルマ　オブ　フェアリーガーデン 2015/8/5 森原　国雄 ジーゲリン

2 41 若犬 牝 マーベル　ｖ　オーサカトリウ バラック　v.d　ブルックネラレー フィナ　ｖ　オーサカトリウ 2015/5/18 森原　国雄 Ｒ，ジーゲリンＧ

3 44 若犬 牝 ジュエル　オブ　セイントフジＪｒ ゾル　ｖ　ハカタカキノキ リナ　ｏｆ　セイントフジＪｒ 2015/9/25 渡辺　達比古 Ｒ，ジーゲリンＧ

4 43 若犬 牝 ディアナ　フォン　グラーベン 二コー　フォン　デム　ヴァルトグラーベン アーディ　フォン　グラーベン 2015/9/6 金丸　和子 Ｒ，ジーゲリンＧ

5 45 若犬 牝 エルメス　ドゥ　ラヴィアンローズ ドーヤ　ｖ　ガウエカック フィービー　ｖ　シュテーアウフメンヒェン 2015/8/27 齋藤　孝 Ｒ，ジーゲリンＧ

背番号 種類 雌雄 名前 父犬名 母犬名 生年月日 申込者 称号

1 51 未成犬 牡 ヘンリー　ｏｆ　クライムバスター モディ　ｖ　ハウスホルツ グレース　ｏｆ　クライムバスター 2014/10/10 杉山　正之 ジーガー

2 52 未成犬 牡 クノルフ　ｖｏｎ　オーサカトリウ 二コー　ｖｏｎ　ヴァルツグラーベン ヤッティ　ｖｏｎ　オーサカトリウ 2015/3/15 大野　利恵子 Ｒ，ジーガーＧ

1 58 未成犬 牝 パラダイス　フォム　ガウエカック Ｓｃｈｕｍａｎｎ　ｖｏｎ　Ｔｒｏｎｊｅ Ａｌｐｈａ　ｖｏｎ　Ｈａｕｓ　Ｕｎｉｄ 2015/2/1 平田　耕一 ジーゲリン

2 57 未成犬 牝 フィリピン　フォム　ガウエカック Ｓｃｈｕｍａｎｎ　ｖｏｎ　Ｔｒｏｎｊｅ Ａｌｐｈａ　ｖｏｎ　Ｈａｕｓ　Ｕｎｉｄ 2015/2/1 平田　耕一 Ｒ，ジーゲリンＧ

3 59 未成犬 牝 ツォーラ　Ｖ.Ｈ　サイトー アクセル　v.d　ローテンローゼ ヴェルト　オブ　ホークウィングヨーコ 2015/2/22 中西　眞由 Ｒ，ジーゲリンＧ
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背番号 種類 雌雄 名前 父犬名 母犬名 生年月日 申込者 称号

1 65 成犬長毛 牝 ピリナ　ＶＨ　Ｔ.サイトウ ランベルト　ＶＨ　ヴァーゲン ツィリーナ　ｖｏｎ　シュロスグラーベン 2010/9/22 加藤　優子 ジーゲリン

1 71 成犬 牡 カイタノ　v.d　クロスターシュパッツェン Ｙｏｋｅｒ　ｖｏｍ　Ｗｅｓｔｅｒｖｅｎｎ Ｖｓｃｈｉ　ｚｕｍ　Ｔｕｒｍａｃｋｅｒ 2012/3/20 鈴木　佳世 ジーガー

2 74 成犬 牡 フローロ　ｖｄ　ゾーメルデイクスランデン ドゥックス　ｄｅ　インテルカニナ ヘーゼル　ｖ　シュトレーク 2009/12/6 山本　千絵 ジーガーＧ

3 75 成犬 牡 ドリックス　オブ　セイントフジＪｒ マルコ　ｖ　ランゲンブンゲルト リナ　ｏｆ　セイントフジＪｒ 2014/4/24 油井　明子 ジーガーＧ

4 73 成犬 牡 ユンゴ　フォム　ハウスバンモ フルボデグリ　アッヘイ シュテイク　v.d　ホウメイフルス 2013/4/23 伊賀上　佶 Ｒ，ジーガーＧ

5 78 成犬 牡 アトラス　オブ　ファミリー　クレスト ツェロー　オブ　デニーロ マセラッティ　オブ　キャッスルエサキ 2013/3/24 瀬邊　淳 Ｒ，ジーガーＧ

6 77 成犬 牡 アパッチ　オブ　ワイズウルフ レイヴァン　オブ　ホビィーキューホク クセニエ　オブ　ワイズウルフ 2009/9/21 水谷　洋子 Ｒ，ジーガーＧ

7 76 成犬 牡 アルフ　フォン　デア　ローテンローゼ タイソン　フォム　ケッテルシュブッシュ ヤーナ　フォン　デア　プラッセンブルク 2010/10/22 水谷　昌三 Ｖ

欠 72 成犬 牡 ドルフ　ｏｆ　インターファーム アンドー　v.d　ローテンローゼ ラプザール　ｖ　ブラーヴェンブラーク 2014/8/8 杉山　正之 欠

1 40 成犬 牝 ツィーザ　ｖ　ダスキントゾンネ 太田　則治 ジーゲリン

2 33 成犬 牝 レナ　ｖ　ホークウィングヨーコ 竹内　淳 ジーゲリンＧ

3 80 成犬 牝 ゼノクラシア　オブ　セイントフジＪｒ マルコ　ｖ　ランゲンブンゲルト テティス　ｏｆ　セイントフジＪｒ 2013/1/31 油井　明子 ジーゲリンＧ

4 81 成犬 牝 ベッキー　ドゥ　ラビアンローズ ドーヤ　ｖ　ガウエカック カルメン　ｖ　ライヒャーベルク 2014/1/31 関　正人 Ｒ，ジーゲリンＧ


