
主　催 公益社団法人 日本シェパード犬登録協会 本部

と　き 平成29年6月11日 ［日］

ところ 青森県黒石市 こけし伝承館 駐車場

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 53 ヘルトン デュ オー マンサール 坪井 廣行

2 ジーガーG Ｖ 54 アルス フォム ヒューネグラープ 田中 満隆

3 ジーガーG Ｖ 55 カイタノ フォン デン クロスターシュパッツェン 鈴木 佳世

4 ジーガーG Ｖ 51 マック フォン ビルダー 田浦 清則

5 ジーガーG Ｖ 56 ゲルモ フォン ロートシルト 井上 裕子

6 ジーガーG Ｖ 47 イングルフ フォン デア ライデンシャフト 佐々木 拓也

7 ジーガーG Ｖ 46 ゲリマー フォム ハウス ヴァーゲン 斎藤 由美子

8 ジーガーG Ｖ 52 ドルフ オブ インターファーム 杉山 正之

1 ジーゲリン Ｖ 42 ディアー オブ インターファーム 岡田 房幸

2 ジーゲリンG Ｖ 41 ビアンカ フォン デア ウォールタート フルフト 鏡原 恵実子

3 ジーゲリンG Ｖ 45 カーナ フォン ナーハラーセン 石岡 弘子

4 ジーゲリンG Ｖ 44 オリー フォン ビルダー 伏見 裕子

5 グルッペ Ｖ 43 ラリー フォム セカンド ジョーバンソウ 井上 裕子

長毛 1 ジーゲリン Ｖ 101 カーラ フォム セカンド ジョーバンソウ 井上 裕子

1 ジーガー ＳＧ 36 チャンプ フォン デア ローテン ローゼ 中島 桂子

2 ジーガーG ＳＧ 37 バックス フォム ハウス ヒルマン 福田 仁

1 ジーゲリン ＳＧ 32 ディアナ フォン グラーベン 金丸 和子

2 ＲジーゲリンG ＳＧ 31 ジュエル オブ セイント フジ ジュニア 渡辺 達比古

若犬牡組 1 ジーガー ＳＧ 26 ツァール フォム ヴェルト ゲルトゥンク 伊勢田 信利

1 ジーゲリン ＳＧ 24 カーヤ オブ セイント フジ ジュニア 亀井 達也

2 ジーゲリンG ＳＧ 23 ツァラー オブ ホークウィング ヨーコ 長原 憲博

3 ＲジーゲリンG ＳＧ 21 エルギン フォム ハウス ササリンド 高橋 孝男

幼犬A牡組 1 ジーガー ＳＧ 16 アルノ フォン オーサカ タカヨリ 髙寄 幸夫

1 ジーガー ＳＧ 13 ディープ フォン デア クーニギン 金丸 和子

2 ＲジーガーG ＳＧ 14 チェスター フォム バウハウス イセ 松本 修治

1 ジーゲリン ＳＧ 6 クレア フォム バウハウス イセ 城山 明

2 ＲジーゲリンG ＳＧ 7 ディータ オブ ホークウィング ヨーコ 長原 憲博

幼犬C牝組 1 2 オーラ フォム ライヒャー ベルク 杉山 正之

未成犬牝組

若犬牝組

幼犬B牡組

幼犬B牝組

2017年 特別日本ジーガー展 　成績

牡：梅島基平 副審：澤田まどか・牝：八木橋文夫 副審：後藤宏行
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