
席次 評価 称　号 ゼッケン 犬　　名 性別 指導手 総合得点 A 追求 B 服従 C 防衛 席次 評価 称　号 ゼッケン 犬　　名 性別 指導手 総合得点 A 追求 B 服従 C 防衛

1 デリコ オブ ロジーダ ５１ 牡 安達富三 94 94 9 ヤッキー フォン ヨコハマ シゲリ メス 芳村深雪 89 89

2 アーネスト オブ フォン ヴェリテ 牡 安達健 5 5 10 デーア デッラ ヴェルジオーネ スポルティーヴァ メス 安達健 7 7

3 ボースコ デッラ ヴェルジオーネ スポルティーヴァ 牡 安達富三 94.5 94.5 11 オレンジ オブ G.T.R メス 安達富三 70 70

4 アミーコ フォン デア レルヒェ 牡 安達智子 88 88 12 ホーレ フォン ツヴァイブルッケン メス 安達智子 90.5 90.5

5 アドルフ フォン デア レルヒェ 牡 安達健 95 95 13 ザラ フォン ヤマト モリヤ メス 安達健 94.5 94.5

6 アレキサンダー フォン デア レルヒェ 牡 安達富三 73.5 73.5 14 ディアーナ デッラ ヴェルジオーネ スポルティーヴァ メス 安達富三 21 21

7 ベッペ デッラ ヴェルジオーネ スポルティーヴァ 牡 安達健 51 51 15 ツール フォン トーソーエン メス 安達健 93.5 93.5

8 ゲルモ  フォン ツヴァイブルッケン 牡 安達富三 82 82 22 ヨーニ フォン クシラ ムラカミ メス 山田三郎 82 82

16 ホーク オブ Ｓ.ウイスタリア 牡 望月利彦 90 90 26 フェリーツィタス フォン ハーツ ムーン メス 青木沙季 90 90

17 デーゲン オブ ストライン イケガミ 牡 池上昇 73 73 27 ユリア フォム ハウス カウチ メス 藤田智奈 79 79

18 アイヴァン オブ フォン ヴェリテ 牡 山田泰生 74 74 28 アンマー フォン デァ ヴァンダーファルケン メス 南友雄 65 65

19 ベルトルト フォム ザック 牡 山口常夫 73 73 29 ココ オブ ストライン イケガミ メス 池上昇 74 74

20 アポロン フォム ハウス ママ 牡 望月利彦 84 84 30 レオトルート フォム ハウス ティー モチ メス 望月利彦 82 82

21 ヴァルド オブ Ｓ． ウイスタリア 牡 高橋義裕 70 70 33 ヤーネ フォン デア フェルシュタントハイム メス 堀内壽子 86 86

23 ラムセス フォン ブランド シュヴァネン 牡 山本千絵 93 93 40 マルガネーテ オブ アウトサイダー メス 加藤まりえ 70 70

24 エンディー オブ ストライン イケガミ 牡 池上昇 77 77 45 セシル フォン グランツ フェルト メス 大原茂雄 79 79

25 イアーゴ オブ Ｓ.ウイスタリア 牡 望月利彦 81 81

31 ノルトラム オブ カガ ラブリー 牡 池澤清隆 78 78 順　位 ゼッケン 犬　名 性別 指導手 得点

32 オラーフ フォン チバ エビハラソウ 牡 武波亨 89 89 1

34 マルシャルク オブ アウトサイダー 牡 大原茂雄 80 80 2

35 デルビー フォン ツヴァイブルッケン 牡 堀井裕章 83 83 3

36 カール フォン デア フェルシュタントハイム 牡 鳥実亮太 78 78 4

37 ナポレオン オブ アウトサイダー 牡 池澤清隆 80 80 5

38 オリヴァー フォン チバ エビハラソウ 牡 島田薫 91 91 1

39 ネプチューン オブ アウトサイダー 牡 小佐野恵司 78 78 2

41 バルド オブ スピリット トム 牡 堀内壽子 89 89 3

42 ノルド オブ G.T.R 牡 武波亨 76 76 1

43 ネルソン オブ アウトサイダー 牡 池澤清隆 81 81 2

44 ノトヘルム フォン デア フェルシュタントハイム 牡 鳥実亮太 91 91 3
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審査員：　追及・主審：梅島基平　副審：澤田まどか　　　　服従・主審：高橋孝　副審：斉藤志津香　　　　防衛・主審：後藤宏之

公益社団法人　日本シェパード犬登録協会

2018年（第75回） 日本訓練ジーガー競技会　成績表
場所：長野県霧ケ峰高原
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