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2017年 秋季北海道地区訓練競技会及びジーガー展 成績

■ アマ CDA

順位 犬　　名 性別 犬種 所有者 指導手 得点

1 かぼす 牡 パピヨン 神山博 神山博 98.0 

2 まる メス パピヨン 神山博 神山けい子 97.0 

3 ベスト・ヒーロー オブ エム・ディアレスト スターズ JP 牡 ボーダーコリー 三河正裕 三河初代 96.0 

4 ベストーベル オブ エム ディアレスト スターズ JP メス ボーダーコリー 三河正裕 三河初代 95.0 

5 ベスト・パートナー オブ エム・ディアレスト スターズ JP メス ボーダーコリー 三河正裕 三河正裕 94.0 

6 クーパー 牡 ボーダーコリー 佐々木直志 佐々木恵美子 93.0 

7 きんかん 牡 パピヨン 神山 博 神山けい子 92.0 

8 ダンデライオン オブ メモリアル プチ JP メス ゴールデン 石原郁子 石原郁子 91.0 

9 スターリンク サヴィア 牡 ボーダーコリー 山田秀子 山田秀子 90.5 

9 しずく 牡 ボーダーコリー 徳永真弓 徳永真弓 90.5 

11 チコ メス シェルティー 矢野市子 近藤美月 90.0 

12 錦乃 白虎号 美幸春日荘 牡 柴犬 中野美香 中野美香 89.5 

12 六花 メス シェルティー 渡辺純子 渡辺純子 89.0 

13 むぎ メス MIX 斉藤朋子 斉藤朋子 88.5 

14 そら 牡 Tプードル 荒川とよみ 荒川とよみ 88.0 

15 メル 牡 ゴールデン 二瓶里香 二瓶里香 87.5 

16 ライリー メス シェパード 垣野紀代 垣野紀代 87.0 

17 クライシー オブ マイ スターダスト JP メス Mダックス 五十嵐恵理子 五十嵐恵理子 84.0 

18 琥珀 牡 ゴールデン 小山田朋子 小山田朋子 84.5 

19 バーク オブ チョーカイマウンテン JP 牡 ゴールデン 菅順子 菅順子 83.0 

20 ドドニーブリタニーズ JP ヴィタル レゴ 牡 ブリタニースパニエル 小島祥吾 小島歩 82.0 

21 じろう 牡 柴犬 禰木裕美 禰木裕美 81.0 

22 ハリー 牡 MIX 岡崎正継 岡崎正継 79.0 

23 さのすけ 牡 Mダックス 山本沙弥 山本沙弥 77.0 

24 百福 牡 ゴールデン 上谷美礼 上谷美礼 76.0 

25 コロン 牡 Mダックス 山口裕子 山口裕子 74.0 

26 アポ 牡 MIX 加藤景子 加藤景子 70.0 

27 ハッピー ドッグラン メグミ JP エクスプレス 牡 ゴールデン 小日向瑞希 小日向瑞希 68.0 

28 藍 牡 ゴールデン 篠原美加 篠原美加 67.0 

29 ノア 牡 Mダックス 松井佳代子 松井佳代子 65.0 

30 風太 牡 MIX 奥山杏南 奥山杏南 60.0 

31 エントツエッケント フォム ビルダァドルフ メス シェパード 大友節子 大友節子 58.0 

32 笑福 牡 ゴールデン 上谷美礼 上谷美礼 56.0 

会 長 賞 一般 ZPr ウーロン　（ラブラドール） 指導手：根田康正
専務理事賞 成犬牡組 ウルベルト フォン ビバイミウラ 所有者：三浦光男

審査員長賞
アマ選別 きんかん　（パピヨン） 指導手：神山けい子
アマ追求 かぼす　　（パピヨン） 指導手：神山けい子
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■ アマ CDJ
順位 犬　　名 性別 犬種 所有者 指導手 得点

1 陸 牡 ボーダーコリー 徳永真弓 徳永真弓 98.0 

2 オーロラ オブ エム ディアレストスターズ JP メス ボーダーコリー 三河正裕 三河初代 97.0 

3 アリンダ of ルエス ソル チカ JP メス ボーダーコリー 三河正裕 三河初代 95.0 

4 ボーイ オブ コーザンソウ 牡 シェルティー 矢作恭子 矢作恭子 94.0 

5 エーベン フォム ビルダァドルフ 牡 シェパード 平田環 平田環 93.0 

■ アマ ZPr

順位 犬　　名 性別 犬種 所有者 指導手 得点

1 海 メス ボーダーコリー 徳永真弓 徳永真弓 96.0 

2 アテナ オブ エム ディアレストスターズ JP メス ボーダーコリー 三河正裕 三河初代 94.0 

3 なた エナメル of ハウス ミズキ JP メス ラブラドール 青木眞史 青木眞史 93.0 

4 グノール フォン ツヴァイブルッケン 牡 シェパード 姉崎純一 姉崎純一 92.0 

5 アマリア フォム ハウス エージン メス シェパード 成毛勝己 成毛勝己 91.0 

■ 一般 CDA

順位 犬　　名 性別 犬種 所有者 指導手 得点

1 ゲンタ 牡 柴 木内康 根田康正 97.0 

2 ビバ 牡 Tプードル 村岡卓哉 清水磨理 95.0 

3 こむぎ メス ボーダーコリー 東海林みさと 関口かすみ 94.0 

4 いくら メス ボーダーコリー 小林範博 小林範博 93.0 

5 カエデ フォム バイセン ツヴィンガー JP メス Wシェパード 油谷絵理 油谷絵理 92.0 

6 マドンナ オブ サッポロマキ メス シェパード 道原彰人 牧万貴 88.0 

7 ビギー 牡 Gシュナウザー 佐藤政吉 長尾みづき 87.0 

7 ゆめ メス Tプードル 世良彰康 牧万貴 87.0 

9 チコ 牡 Tプードル 斉藤和子 大沢健太 86.0 

9 カイ 牡 バーニーズ 篠原良仁 牧万貴 86.0 

11 ドドニーブリタニーズ JP ディアー　ラン メス ブリタニースパニエル 荒田優子 大林華 81.0 

12 クロエ メス ラブラドール 髙橋賢次 李愛順 80.0 

13 ベンガル オブ ゴールドロック イケガミ JP 牡 ラブラドール 李愛順 李愛順 78.0 

13 すてふ メス シェルティー 福屋さゆり 福屋さゆり 78.0 

15 ポリー オブ G.T.R 牡 シェパード 清水磨理 清水磨理 77.0 

15 アラン 牡 ゴールデンMIX 菅野勝史 関口かすみ 77.0 

■ 一般 CDJ

順位 犬　　名 性別 犬種 所有者 指導手 得点

1 マルコ メス ボーダーコリー 大沢久枝 根田康正 91.0 

2 ドドニーブリタニーズ JP エメ ビンゴ 牡 ブリタニースパニエル 小野寺里絵 小野寺里絵 90.0 

3 ウルス 牡 Tプードル 上林謙太 上林謙太 80.0 

■ 一般 ZPr

順位 犬　　名 性別 犬種 所有者 指導手 得点

1 ウーロン 牡 ラブラドール 大沢久枝 根田康正 95.0 

2 アインス フォム ビルダアドルフ 牡 シェパード 浦木学 小野寺里絵 88.0 
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■ アマ選別

順位 犬　　名 性別 犬種 所有者 指導手

1 アマリア フォム ハウス エージン メス シェパード 成毛勝己 成毛勝己

2 まる メス パピヨン 神山博 神山けい子

3 きんかん 牡 パピヨン 神山博 神山けい子

4 ユウ フォム ハウス ユージン メス ラブラドール 矢萩はるみ 矢萩はるみ

■ 一般選別

順位 犬　　名 性別 犬種 所有者 指導手

1 ヤマト 牡 ラブラドール 松本円 松本円

■ アマ追求

順位 犬　　名 性別 犬種 所有者 指導手 得点

1 ユウ フォム ハウス ユージン 牝 ラブラドール 矢萩はるみ 矢萩はるみ 90.0 

2 ジューエル オブ エンド ドンティック サージェリー 牝 シェパード 元居幹夫 元居幹夫 88.0 

3 ジェシカ オブ サッポロ マキ 牝 シェパード 元居幹夫 元居幹夫 87.0 

4 アンジェリーナ オブ ホワイトストーン フクシ 牝 シェパード 福士充 福士充 80.0 

5 さにー 牝 ラブラドール 今井直美 今井直美 72.0 

6 アルマ フォン グリュックル シバタ 牝 シェパード 柴田哲秀 柴田美千子 65.0 

7 かぼす 牡 パピヨン 神山博 神山けい子 55.0 

8 グノール フォン ツヴァイブルッケン 牡 シェパード 姉崎純一 姉崎純一 45.0 

■ 一般追求

順位 犬　　名 性別 犬種 所有者 指導手 得点

1 アビー オブ ドウカイホク - シェパード 瀧山秀久 大沼由ニ 96.0 

2 ベローナ オブ ドウカイホク - シェパード 半澤清三郎 半澤清三郎 93.0 

3 ヤマト 牡 ラブラドール 松本円 松本円 92.0 

4 アマラ フォン グリュック シバタ 牝 シェパード 大橋伸二 大橋伸二 85.0 

5 エル オブ ドウカイホク - シェパード 早坂国男 大沼由ニ 78.0 

6 ボルト オブ ドウカイホク - シェパード 斉藤真由美 大沼由ニ 70.0 

展 覧 会 成 績

■ 成犬 牡組

席次 評価 称号 犬　名 所有者

1 V ジーガー ウルベルト フォン ビバイミウラ 三浦光男

■ 成犬 牝組

席次 評価 称号 犬　名 所有者

1 V ジーゲリン ガイシャ フォン レーヴェンホーフ 松田真樹
2 V ジーゲリンGr フルダ フォン レーヴェンホーフ 伏見達子

3 V ジーゲリンGr フローニ フォン ウーファ セヴン ツー セヴン 大島博子

■ 若犬 牝組

席次 評価 称号 犬　名 所有者

1 SG ジーゲリン エヴァー スザク von ブランド シュヴァネン 菱沼啓

■ 幼犬 B 牝組

席次 評価 称号 犬　名 所有者

1 SG ジーゲリン カザネ ドゥ ラ ヴィアン ローズ 菱沼啓


