
日にち：2015年 11月 14日(土)〜15日(日)

場　所：神奈川県 寒川町 川とのふれあい公園 多目的広場

審査員：SV審査員 グンター・シュヴェーデス(Güntaer Schwedes)審査員

成犬 牡組

席次 称号 評価 ゼッケン 犬名 父犬 母犬 所有者

1 ジーガー VA 88 チャンプ v.d. クロスターシュパッツェン ヨーカー v. ヴェスターフェン ウッシ ツム トゥルムアッカー 鈴木 佳世

2 ジーガーGr VA 90 アルス v. ヒューネグラープ レノックス v. レギナ パツィス ヤルマリー v. ヒューネグラープ 田中 満隆

3 ジーガーGr VA 89 ヨスト v. バイコーソウ ゾーン ペッツ v. バイコーソウ ゾーン ゼッフェ v. バイコーソウ ゾーン 佐野 龍子

1 RジーガーGr V 87 ダルゴ v. H カウチ ゾル v. ハカタ カキノキ コレ v. ガウエカック 井上 俊一

2 RジーガーGr V 91 クエスト v. シュテーアウフメンヒェン マルコ v. ランゲンブンゲルト ヤミーナ v. ラ ミラージュ 藤木 博子

3 RジーガーGr V 83 ゲルモ v. ロートシルト ヤスコ v. ミヤザキ シモダ クロティラ v. ロートシルト 井上 裕子

4 RジーガーGr V 86 ニック v. グロースフェルト キューシュー ゲオ v. デェニッシェン ホーフ リアーネ of H サンボア 太田 徳吉

5 RジーガーGr V 80 カリフ v. バイコーソウ ゾーン ランドルフ v. トーブ ゼバルド シュロス トルダ v. バイコーソウ ゾーン 吉川 和邦

6 RジーガーGr V 84 ゾル v. ハカタ カキノキ ディーノ v.d. グロッケンハイデ アイツェ v. グァンユー 坪井 利子

1 SG 85 アンドー v.d. ローテン ローゼ タイソン v. ケッテルシュブッシュ ヤーナ v.d. プラッセンブルク 杉山 正之

2 SG 81 クラフト of フォン ヴェリテ ウンカール v. カップ アルコナ ガビィ v. H ティー モチ 伊藤 尚孝

成犬 牡組 長毛

席次 称号 評価 ゼッケン 犬名 父犬 母犬 所有者

1 ジーガー VA 101 イニエスタ v.d. クライネン ブルク ラッソ－ of H サン ボア モニカ v. ハイデンシュパース 平本 理恵

成犬 牝組

席次 称号 評価 ゼッケン 犬名 父犬 母犬 所有者

1 ジーゲリン VA 63 アフロディア of セイント フジ ジュニア マルコ v. ランゲンブンゲルト オリー of セイント フジ ジュニア 坪井 利子

2 ジーゲリンGr VA 66 ブレンダ of ホークウィング ヨーコ クヴァントム of ホークウィング ヨーコ ティアナ of ホークウィング ヨーコ 長原 憲博

3 ジーゲリンGr VA 67 トーニ v. バイコーソウ ゾーン ペッツ v. バイコーソウ ゾーン アルナ v. バードゲロ 村野 幸次

1 RジーゲリンGr V 72 クサファ v. トローン フォルガー ヴィーモ v. レギナ パツィス クィーン v. H ヴァーゲン 鈴木 佳世

2 RジーゲリンGr V 73 ビーネ v. フリューゲルン ゼー ヴィーモ v. レギナ パツィス パルメ v. シェーネルベルク 渋谷 秀明

3 RジーゲリンGr V 75 ベニ v.d. ローテン ローゼ アンドー v.d. ローテン ローゼ イレーネ v. ハイデンシュパース 鈴木 佳世

4 RジーゲリンGr V 62 レガ v. バイコーソウ ゾーン ツォイス v. バイコーソウ ゾーン ペギー v. バイコーソウ ゾーン 村野 幸次

5 RジーゲリンGr V 71 ゼノグラシア of セイント フジ ジュニア マルコ v. ランゲンブンゲルト テティス of セイント フジ ジュニア 油井 明子

6 RジーゲリンGr V 78 クオリア v. ブランド シュヴァネン ターボ v. ブランド シュヴァネン ヒナ v. ブランド シュヴァネン 山本 千絵

7 RジーゲリンGr V 69 ミナ v. ブランド シュヴァネン クヴァンタム v. クロスターモール ニスティ v. ブランド シュヴァネン 山本 千絵

8 RジーゲリンGr V 68 アルントルート v. ロック ハート マルコ v. ランゲンブンゲルト アローナ v. ヒロ カシマ 早川 雅紀

9 RジーゲリンGr V 61 クイーン v. ブラーヴェン ブラーク ドゥックス a.d. H ツィガットー ジュヴェル v. ブラーヴェン ブラーク 杉山 正之

10 RジーゲリンGr V 76 ザーラ v. シミズ オカモト ネプチューン of リュウ タチカワ ワイルド サリー of ホークウィング ヨーコ 岡本 久雄

11 RジーゲリンGr V 70 カーリン v. ライヒャーベルク アザール v. ノールト フェルダ v. ヒロ カシマ 岸 秀樹

12 RジーゲリンGr V 64 ラン of ハマナ ガーデン ボリス v. バイコーソウ ゾーン フレイ of ハマナ ガーデン 太田 則治

13 RジーゲリンGr V 77 エリー v. ミヤザキ シモダ リッチ v. アイヘンプラッツ ペギー v. ミヤザキ シモダ 下田 和士

14 V 60 ゲルダ v. ロートシルト ヤスコ v. ミヤザキ シモダ クロティラ v. ロートシルト 小野寺 幸

成犬 牝組 長毛

席次 称号 評価 ゼッケン 犬名 父犬 母犬 所有者

1 ジーゲリン V 103 セシル v. H ヴァーゲン ファーマン v. シュロスグラーベン パム v. H ヴァーゲン 中間 裕子

未成犬 牡組

席次 称号 評価 ゼッケン 犬名 父犬 母犬 所有者

1 ジーガー SG 55 ドリックス of セイントフジ ジュニア マルコ v. ランゲンブンゲルト リナ of セイントフジ ジュニア 油井 明子

2 ジーガーGr SG 57 ダギロ v. バイコーソウ ゾーン リッチ v. アイヘンプラッツ ヨハンナ v. バイコーソウ ゾーン 石田 武志

3 RジーガーGr SG 58 クサノン v. ブランド シュヴァネン アトス a. アグリゲント クオリア v. ブランド シュヴァネン 山本 千絵

4 RジーガーGr SG 56 アルフ v. リアン トゥール ブライアン v.d. クライネン ブルク マリーナv. ブランド シュヴァネン 藤木 博子

未成犬 牡組 長毛

席次 称号 評価 ゼッケン 犬名 父犬 母犬 所有者

1 ジーガー SG 102 エルフ v. フリューゲル フェルト イングラム v. シュロスグラーベン ジュリアン  v. シュロスグラーベン 羽根田 一郎

未成犬 牝組

席次 称号 評価 ゼッケン 犬名 父犬 母犬 所有者

1 ジーゲリン SG 47 ジュディ du Val D'Anzin Goedon du clos de Patmisand Gaby du Val D'Anzin 新矢 秀秋

2 ジーゲリンGr SG 45 グロリア v. H カウチ マルコ v. ランゲンブンゲルト アイシャ  v. H カウチ 金子 正雄

3 ジーゲリンGr SG 49 バルカ v. バイコーソウ ゾーン ツォイス v. バイコーソウ ゾーン ペギー v. バイコーソウ ゾーン 根本 一志

4 ジーゲリンGr SG 50 クレオパトラ of インターファーム アンドー v.d. ローテン ローゼ クイーン v. ブラーヴェンブラーク 杉山 正之

5 RジーゲリンGr SG 51 ヘレナ v. H カウチ ツォイス v. バイコーソウ ゾーン コレ v. ガウエカック 金子 正雄

6 RジーゲリンGr SG 48 クサパ v. カナガワ ツカダ リッチ v. アイヘンプラッツ ケリー v. ヒューガ イワキリソウ 塚田 吉昭

7 RジーゲリンGr SG 46 ツィッタ  z.d. ベルジーゲンベルン ジグルフ v. ハカタ カキノキ バンビ v. アキ イケダ 山田 貴之

未成犬 牝組 長毛

席次 称号 評価 ゼッケン 犬名 父犬 母犬 所有者

1 ジーゲリン SG 104 カーラ v. セカンド ジョーバンソウ マルコ v. ランゲンブンゲルト エヴァ v. H ヴァーダン 井上 裕子
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若犬 牡組

席次 称号 評価 ゼッケン 犬名 父犬 母犬 所有者

1 ジーガー SG 42 ゲリマー v. H ヴァーゲン ネルソン v. シュテーアウフメンヒェン ヴィーネ v. バウハウスヴァーゲン 斎藤 由美子

2 ジーガーGr SG 41 クロード z.d. ベルジーゲンベルン ジグルフ v. ハカタ カキノキ リタ z.d. ベルジーゲンベルン 高垣 龍男

3 RジーガーGr SG 40 ケルー v. ティーフ フェルド ペッツ v. バイコーソウ ゾーン グロリア v. ライヒャーベルク 深田 安章

若犬 牝組

席次 称号 評価 ゼッケン 犬名 父犬 母犬 所有者

1 ジーゲリン SG 35 ディアー 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 岡田 房幸

2 ジーゲリンGr SG 33 カルメン v. ティーフ フェルド ペッツ v. バイコーソウ ゾーン グロリア v. ライヒャーベルク 深田 安章

3 RジーゲリンGr SG 30 ダギー 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 杉山 正之

4 RジーゲリンGr SG 36 ターナー of ホークウィング ヨーコ ヤーロ v. ミヤザキ シモダ ユッタ of ホークウィング ヨーコ 田中 満隆

5 RジーゲリンGr SG 34 テア of ハマナ ガーデン アトス a. アグリゲント ツィザ v. ダスキントゾンネ 羽村 隆

若犬 牝組 長毛

席次 称号 評価 ゼッケン 犬名 父犬 母犬 所有者

1 ジーゲリン SG 31 ティリー v. ヨナゴ カワモト アトス a. アグリゲント アンヤ v. シュロスグラーベン 長岡 一好

2 ジーゲリンGr SG 32 ティアナ of ハマナ ガーデン アトス a. アグリゲント ツィザ v. ダスキントゾンネ 藤木 博子

幼犬A 牡組

席次 称号 評価 ゼッケン 犬名 父犬 母犬 所有者

1 ジーガー SG 26 ヤルク v. ミヤザキ シモダ ブライアン v.d. クライネン ブルク クサフェリア v. ミヤザキ シモダ 古田 恵枝

2 ジーガーGr SG 28 ウーラン v. シミズ オカモト ゲルモ v. ロートシルト サリー of ホークウィング ヨーコ 岡本 久雄

3 RジーガーGr SG 25 ジーナ v. シリウス ウルリッヒ v. オクセントール チェザーレ v. バルト アウゲンブリッツ 髙寄 幸夫

幼犬A 牝組

席次 称号 評価 ゼッケン 犬名 父犬 母犬 所有者

1 ジーゲリン SG 15 パラダイス v. ガウエカック シューマン v. トロイエ アルファ v. H ユニード 平田 耕一

2 ジーゲリンGr SG 19 ラディー v. シュテーアウフメンヒェン マルコ v. ランゲンブンゲルト イドール v. シュテーアウフメンヒェン 藤木 博子

3 ジーゲリンGr SG 21 アーサ v. シミズ オカモト ゲルモ v. ロートシルト サリー of ホークウィング ヨーコ 岡本 久雄

4 ジーゲリンGr SG 20 フィリピン v. ガウエカック シューマン v. トロイエ アルファ v. H ユニード 平田 耕一

5 RジーゲリンGr SG 22 グロリア v. シリウス ウルリッヒ v. オクセントール チェザーレ v. バルト アウゲンブリッツ 富山 明美

6 RジーゲリンGr SG 17 ラリー v. セカンド ジョーバンソウ ゲルモ v. ロートシルト エヴァ v. H ヴァーダン 井上 裕子

7 RジーゲリンGr SG 16 キャラ v. リアン トゥール パクロス  v. シュテーアウフメンヒェン イーリス v. ブラーヴェンブラーク 竹田 万弓

8 RジーゲリンGr SG 18 ウナ of ハマナ ガーデン ドーヤ v. ガウエカック クヴァルテ of ハマナ ガーデン 太田 則治

幼犬B 牡組

席次 称号 評価 ゼッケン 犬名 父犬 母犬 所有者

1 ジーガー SG 11 アッシュ v. バウハウス イセ アイル v. ガウエカック クヴェナ v. ブラーヴェンブラーク 城山 明

2 ジーガーGr SG 13 フォクト v. ホークウィング ヨーコ ヤーロ v. ミヤザキ シモダ インガ v. ホークウィング ヨーコ 長原 憲博

3 RジーガーGr SG 10 ヴェルフ of ミナミ エンタープライズ ドラゴ v. ライヒャーベルク ニース of ミナミ エンタープライズ 山田 広大

4 RジーガーGr SG 12 ハムレット of セイントフジ ジュニア ゾル v. ハカタ カキノキ ヴィッカ of セイントフジ ジュニア 藤村 佳苗

幼犬B 牝組

席次 称号 評価 ゼッケン 犬名 父犬 母犬 所有者

1 ジーゲリン SG 5 ミカ v. セカンド ジョーバンソウ ゲルモ v. ロートシルト ユリア v. ブラーヴェンブラーク 井上 裕子

2 ジーゲリンGr SG 1 マーラ v. セカンド ジョーバンソウ ゲルモ v. ロートシルト ユリア v. ブラーヴェンブラーク 長岡 一好

3 ジーゲリンGr SG 4 オチャメ of トータス マウンテン ブライアン v.d. クライネン ブルク アズ v. バルト アウゲンブリック 西川 裕一

4 RジーゲリンGr SG 3 コニー v. ヴァイス ヒューゲル ペッツ v. バイコーソウ ゾーン アローラ v. バルト アウゲンブリッツ 大柳 恵一

5 RジーゲリンGr SG 2 マルカ v. セカンド ジョーバンソウ ゲルモ v. ロートシルト ユリア v. ブラーヴェンブラーク 山口 雄生

6 RジーゲリンGr SG 6 ピース v. ビルダー ライナー v. ヨナゴ カワモト アイリス v. シュロスグラーベン 藤井 基之


