
主　催 公益社団法人 日本シェパード犬登録協会 本部

と　き 2020年6月27-28日 ［土・日］

ところ 長野県諏訪市　霧ヶ峰高原

◆ Ｊ－ＳｃｈＨ　総合
席 次 犬 種 所有者 指導手 追求 服従 防衛 合計得点 評価

1 マリノア 古川 浩二 古川 木綿子 98 92 94 284 V

2 川端 啓子 武波 亨 97 86 90 273 SG

3 小楠 真由美 島田　薫 99.5 88 82 269.5 G

4 井上 美穂 堀内 壽子 92 83 90 265 G

5 勝永 理子 勝永 理子 88 80 82 250 G

6 大野 利恵子 南 友雄 89 79 74 242 G

7 小楠 真由美 武波 亨 13 87 92 192

◆Ｊ－ＳｃｈＨ　追求 審査員：澤田まどか

席 次 ゼッケン 犬　　名 犬 種 所有者 指導手 得 点 評価

1 7 エルハルト オブ スピリット トム 小楠 真由美 島田　薫 99.5 V

2 60 Taiyo vom Glucksklee JP マリノア 古川 浩二 古川 木綿子 98 V

3 10 マインハルト フォン シコクイシズチソウ 川端 啓子 武波 亨 97 V

4 29 Ashura マリノア 峰岸 由香 峰岸 由香 93 SG

5 49 カール v.d. フェルシュタント ハイム 井上 美穂 堀内 壽子 92 SG

6 54 ベツァウベルン v. ココカマダ 飯塚 光子 阿利 直也 90 SG

7 3 ルドルフ オブ アウトサイダー 眞塩 匡治 古海 正城 89 G

7 41 ランダ フォム ハウス エム ワン 福島 晶子 福島 晶子 89 G

7 83 アンマー v.d. ヴァンダーファルケン 大野 利恵子 南 友雄 89 G

10 21 Bumblebee von Kyoto Masuda 勝永 理子 勝永 理子 88 G

11 25 ノア オブ ハウス サン ボア 細野 優子 細野 優子 86 G

12 1 ウリエル オブ アウトサイダー 平原 秀徳 古海 正城 83 G

13 38 Ubert II of Outsider 上原 和馬 上原 和馬 80 G

14 59 Kamikaze of Fond Verite 有賀 郁充 有賀 郁充 79

15 36 （リッチ フィールド） イーファ ラブラドール 加藤 友香 加藤 友香 78

16 16 Hustler von der Reichen Wiese 丸山　静 丸山　静 40

17 52 テージ v.d. フェルシュタント ハイム 飯塚 光子 阿利 直也 20

18 13 ノトヘルム v.d. フェルシュタント ハイム 小楠 真由美 武波 亨 13

◆Ｊ－ＳｃｈＨ　服従 審査員：後藤宏行

席 次 ゼッケン 犬　　名 犬 種 所有者 指導手 得 点 評価

1 61 Taiyo vom Glucksklee JP マリノア 古川 浩二 古川 木綿子 92 SG

2 63 デーア デッラ ヴェルジオーネ スポルティーヴァ 山口 正 安達 健 90 SG

3 8 エルハルト オブ スピリット トム 小楠 真由美 島田　薫 88 G

4 14 ノトヘルム v.d. フェルシュタント ハイム 小楠 真由美 武波 亨 87 G

5 11 マインハルト フォン シコクイシズチソウ 川端 啓子 武波 亨 86 G

6 39 Ubert II of Outsider 上原 和馬 上原 和馬 85 G

7 50 カール v.d. フェルシュタント ハイム 井上 美穂 堀内 壽子 83 G

8 22 Bumblebee von Kyoto Masuda 勝永 理子 勝永 理子 80 G

9 84 アンマー v.d. ヴァンダーファルケン 大野 利恵子 南 友雄 79

10 6 トルード オブ アウトサイダー 原田 和子 古海 正城 78

11 4 ルドルフ オブ アウトサイダー 眞塩 匡治 古海 正城 74

◆Ｊ－ＳｃｈＨ　防衛 審査員：後藤宏行

席 次 ゼッケン 犬　　名 犬 種 所有者 指導手 得 点 評価

1 62 Taiyo vom Glucksklee JP マリノア 古川 浩二 古川 木綿子 94 SG

2 15 ノトヘルム v.d. フェルシュタント ハイム 小楠 真由美 武波 亨 92 SG

3 51 カール v.d. フェルシュタント ハイム 井上 美穂 堀内 壽子 90 SG

3 12 マインハルト フォン シコクイシズチソウ 川端 啓子 武波 亨 90 SG

3 66 アミーコ フォン デア レルヒェ 塚原 雄器 安達 智子 90 SG

3 68 アーネスト オブ フォン ヴェリテ 原 栄治 安達 健 90 SG

7 64 デーア デッラ ヴェルジオーネ スポルティーヴァ 山口 正 安達 健 89 G

8 65 エッポ フォン ヨコハマ シゲリ 熊谷 陽子 安達 健 84 G

9 82 バレーノ デッラ ヴェルジオーネ スポルティーヴァ 藤村 明実 藤村 明実 83 G

10 23 Bumblebee von Kyoto Masuda 勝永 理子 勝永 理子 82 G

カール v.d. フェルシュタント ハイム

Bumblebee von Kyoto Masuda

アンマー v.d. ヴァンダーファルケン

ノトヘルム v.d. フェルシュタント ハイム

2020年 スーパーランデス訓練競技会　成 績

犬　　名

Taiyo vom Glucksklee JP

マインハルト フォン シコクイシズチソウ

エルハルト オブ スピリット トム



◆Ｊ－ＳｃｈＨ　防衛 審査員：後藤宏行

10 53 テージ v.d. フェルシュタント ハイム 飯塚 光子 阿利 直也 82 G

10 9 エルハルト オブ スピリット トム 小楠 真由美 島田　薫 82 G

13 67 デリコ オブ ロジータ 51 松本 智子 安達 富三 81 G

14 85 アンマー v.d. ヴァンダーファルケン 大野 利恵子 南 友雄 74

15 56 Blitzen vom Gross Weg 三上 秀男 清水 由惟 72

16 42 ランダ フォム ハウス エム ワン 福島 晶子 福島 晶子 60

◆ ＣＤＪ 審査員：梅島基平

席 次 ゼッケン 犬　　名 犬 種 所有者 指導手 得 点

1 57 Border Lane Blooming Rose ボーダーコリー 清水 由惟 清水 由惟 91

◆ ＺＰｒ 審査員：梅島基平

席 次 ゼッケン 犬　　名 犬 種 所有者 指導手 得 点

1 46 ビアンカ ラブラドール 岡 惠介 矢野 麻衣子 97

2 71 フレイジャー フォン ヨコハマ シゲリ 悦田 浩 安達 健 96.5

3 69 カティー フォン ヨコハマ シゲリ 安達 俊夫 安達 智子 96

4 5 ユニークガール オブ ナチュラル フォレスト 木村 浩和 古海 正城 94.5

5 44 ニケ オブ カガ ラブリー 山王 勇一 堀井 裕章 94

6 48 クサンティ v.d. フェルシュタント ハイム 堀内 壽子 稲留 航大 93.5

7 70 ジェニー フォン ヨコハマ シゲリ 府川 雅世 安達 智子 93

8 81 ファーブル フォン ヨコハマ シゲリ 朝倉 操 阿曽沼 浩輝 92

9 2 ウリエル オブ アウトサイダー 平原 秀徳 古海 正城 91

9 47 クサントウス v.d. フェルシュタント ハイム 堀内 壽子 稲留 航大 91.0

11 43 バンデ 山王 勇一 堀井 裕章 88.0

12 80 ディアーヴォロ デッラ ヴェルジオーネ スポルティーヴァ 松永 美弥子 松永 美弥子 86.0

◆ 自由選択 5課目 審査員：梅島基平

席 次 ゼッケン 犬　　名 犬 種 所有者 指導手 得 点

1 17 Hustler von der Reichen Wiese 丸山　静 丸山　静 95

2 72 プテラ オブ ハウス ユージン ボーダーコリー 安達 富三 安達 透真 94

3 76 ベルヴォア オブ マーベラス ディーヴァ ラブラドール 山口 さつき 山口 さつき 91

4 45 マルス ドーベルマン 西島 愛 矢野 麻衣子 90

5 27 千代 ラブラドール 峰岸 由香 峰岸 由香 88

6 40 タイラー ゴールデンレトリーバー 門馬 ゆかり 上原 和馬 84

7 28 Raphaelcutestar of G.T.R 峰岸 由香 峰岸 由香 83

8 37 リヤン MIX 大田 栄子 大田 栄子 79

9 58 ネーベルシュピツ フォム ルナ 眞塩 匡治 清水 由惟 77

◆ 自由選択 10課目 審査員：梅島基平

席 次 ゼッケン 犬　　名 犬 種 所有者 指導手 得 点

1 55 Border Lane Wymondham Rose ボーダーコリー 石井 敦子 清水 由惟 96

2 19 ベル フォン ヨコハマ シゲリ ラブラドール 堀内 辰夫 堀内 辰夫 75

◆ 選別　自臭 審査員：澤田まどか

席 次 ゼッケン 犬　　名 犬 種 所有者 指導手 得 点

1 26 ブーケ オブ アイ ゴールデンレトリーバー 高村 さおり 高村 さおり 100

2 33 ヘルディン オブ ホワイト ベアード JP ジャックラッセル 菊池 忍 里川 ひろみ 95

3 34 モコ オブ ポテズ ハウス JP シュナウザー 青木 かおり 里川 ひろみ 65

◆ 選別　他臭 審査員：澤田まどか

席 次 ゼッケン 犬　　名 犬 種 所有者 指導手 得 点

1 18 ベル フォン ヨコハマ シゲリ ラブラドール 堀内 辰夫 堀内 辰夫 100

2 73 フォクト オブ ハマナ ガーデン 大角 美智子 安達 健 100

3 20 ハッピー オブ チバ ボックストゥリー 堀内 辰夫 堀内 辰夫 75

3 79 ボン （オブ ユキンタ マリア） エアデール 榎本 智子 安達 智子 75

5 35 （リッチ フィールド） イーファ ラブラドール 加藤 友香 加藤 友香 50

5 74 グローリー オブ エスポワール タナカ ラブラドール 悦田 浩 安達 健 50

5 77 アルティマ オブ トータス マウンテン ラブラドール 山口 さつき 山口 さつき 50

5 78 クラフト オブ フォン ヴェリテ 伊藤 尚孝 安達 富三 50

9 24 ノア オブ ハウス サン ボア 細野 優子 細野 優子 25

9 30 セントラブ リング グローリー ウォルフィ ラブラドール 佐々木 雅一 永吉 由美子 25

9 75 ベルヴォア オブ マーベラス ディーヴァ ラブラドール 山口 さつき 山口 さつき 25


