
SVJ LG Zuchtschau 福岡県うきは市 2015.02.15 審査員 オス Christoph Ludwig メス Yamada Tetsuya

クラス 性別 犬名 父犬名 母犬名 出陳者

vv1 幼犬 C 牝 1 クセニア フォンデア ホウメイフルス ニコー フォンデム ヴァルト グラーベン アルマ オブ フェアリーガーデン 熊谷 雅志（広島）

vv2 幼犬 C 牝 3 クヴィッタ v ヴンシュ ヤーロ v ミヤザキシモダ オルガ v ヴンシュ 関谷真由美（愛媛）

vv3 幼犬 C 牝 2 クイーン V ヴンシュ ヤーロ v ミヤザキシモダ オルガ v ヴンシュ 関谷真由美（愛媛）

vv1 幼犬 C 牡 4 オーディン V．ビギングリック ヤーロ V．ミヤザキシモダ ホーク V．ビギングリック 廣 重幸（山口）

vv2 幼犬 C 牡 5 ヘリオス フォン オーサカトリウ ニコー フォンデム ヴァルト グラーベン ローラ フォム ヴォールスタント 川田 耕三（香川）

vv1 幼犬 B 牝 8 ハイケ フォン シェーンハイトゼー ターボ フォム ノルトタイヒ パウラ フォム グートレーテ 井上 和政（神奈川）

vv2 幼犬 B 牝 10 テーア フォン ヨナゴ カワモト アトス アウス アグリゲント アンヤ フォム シュロスグラーベン 丸尾 良雄（岡山）

vv3 幼犬 B 牝 7 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（愛媛）

vv4 幼犬 B 牝 9 トーニ フォン ヨナゴ カワモト アトス アウス アグリゲント アンヤ フォン シュロス グラーベン 河本 弘文（米子）

vv5 幼犬 B 牝 6 ヒルダ フォム グロースゾンネ アトス アウス アグリゲント ゲルマ フォム グロースゾンネ 大日方健司（東京）

vv1 幼犬 B 牡 15 トリーム フォン ヨナゴカワモト アトス アウス アグリゲント アンヤ フォン シュロス グラーベン 河本 弘文（米子）

vv2 幼犬 B 牡 11 コナン フォン タックル ズーニー フォム ヒューネグラーブ ニッカ フォム ペンドラー 吉元 教治（兵庫）

vv3 幼犬 B 牡 13 クヴァント V グロースフェルトキューシュー ニック V グロースフェルトキューシュー ローナ V グロースフェルトキューシュー 渡辺 住夫（大分）

欠 幼犬 B 牡 12 アギロ フォン ウーファ 727 ナップ フォム ヴォールスタント ウーテ フォンデア ホウメイフルス 大日方健司（東京）

欠 幼犬 B 牡 14 イングルフ V ミヤザキシモダ ブライアン vom クライネンブルク クサフェリア V ミヤザキシモダ 下田 和士（宮崎）

vv1 幼犬 A 牝 20 ダイナ フォンデァ シュロスブリュンネン アトス アウス アグリゲント アラベスク フォンデァ シュロスブリュンネン 村上 正昭（宮城）

vv2 幼犬 A 牝 17 ジェニー V．ローゼインゼル ヒーロー V．ビギングリック アイカ V．ローゼインゼル 嶋 英隆（福岡）

vv3 幼犬 A 牝 22 グレンダ フォン フショー ジグルマ フォン ハカタカキノキ オディリア オブ フクオカハクブンソウ 山菅 果歩（東京）

vv4 幼犬 A 牝 16 セシル v．d．エルトベーレ ヒーロー V．ビギングリック アン ｖ．d．エルトベーレ 廣 重幸（山口）

vv5 幼犬 A 牝 19 ヤンナ フォム ハウス ヒルマン ネルソン フォム シュテーアウフメンヒェン ルラー フォム ハウスヒルマン 靏田みちる（大分）

vv6 幼犬 A 牝 21 イェルバ フォン ハカタカキノキ アトス アウス アグリゲント マリア オブ ビッグウッド Co 石上しのぶ（鳥取）

欠 幼犬 A 牝 18 グロリア フォン オーサカトリウ クヴァンタム フォム クロスターモーア フィナ フォン オーサカトリウ 鳥生 清哉



vv1 幼犬 A 牡 24 ドラゴン フォンデァ シュロスブリュンネン アトス アウス アグリゲント アラベスク フォンデァ シュロスブリュンネン 安井伊之助（神奈川）

vv2 幼犬 A 牡 23 クサノン v ブランド シュヴァネン Atos aus Agrigento Qualia vor Brand Schwanen 村山 恵美（福岡）

vv3 幼犬 A 牡 25 レックス OF ホークウィングヨーコ アトス aus アグリゲント インガ OF ホークウィングヨーコ 田中 満隆（愛媛）

SG1 若犬 牝 30 ビアンカ vd ウォールタートフルフト ブライアン v クライネンブルク アンジュ v d ウォールタートフルフト 鏡原恵実子（香川）

SG2 若犬 牝 28 ミソー フォン ビギングリュック ヤーロ v ミヤザキシモダ ホーク v ビギングリュック 浪江 成泰（山口）

SG3 若犬 牝 27 エッフィ フォン オーサカトリウ ヨーカー フォム ペンドラー サフィーラ フォム オスターベルザーランド 園田 芳博

SG4 若犬 牝 31 オッティー OF ホークウィングヨーコ ヤーロ v ミヤザキシモダ インガ OF ホークウィングヨーコ 長原 憲博（福岡）

欠 若犬 牝 26 エレナ フォン ヤマトシラユキソウ ナップ フォム ヴォールスタント デラ フォン ヤマトシラユキソウ 大日方健司（東京）

欠 若犬 牝 29 ホライズン オブ ハッピーハウスコヤマ バストル アウス アグリゲント ウナ フォン ハカタカキノキ 小山 憲次（佐賀）

SG1 若犬 牡 32 エゴン フォン オーサカトリウ ヨーカー フォム ペンドラー サフィーラ フォム オスターベルガーランド 鳥生 清哉（兵庫）

SG2 若犬 牡 35 エルフ フォン ヤマトシラユキソウ ナップ フォム ヴォールスタント デラ フォン ヤマトシラユキソウ 伊賀上 佶（山口）

SG3 若犬 牡 33 パン V ヴンシュ ラッソー V ハウスサンボア オルガ V ヴンシュ 関谷真由美（愛媛）

SG4 若犬 牡 36 ヒュウガ フォン デァ ライヒエン ヴィーゼ フィーゴ デュ トライアングル マジック ゲルダ オブ レッドライン 池田多津子（福岡）

SG5 若犬 牡 34 Hugo von der Reichen Wiese Figo du Triangle Magique Gerda of Red Line 石原 葉子（福岡）

SG1 未成犬 牝 37 アーディ フォン グラーベン クヴァンタム フォム クロスターモーア ジルヴフ フォンデア ホウメイフルス 吉冨 博史（広島）

SG2 未成犬 牝 40 ゼルマ V レウカデンドロン ラッソー オブ ハウスサンボア オリウィア V レウカデンドロン 尾辻 一則（鹿児島）

SG3 未成犬 牝 38 Grace of Happy house koyama Taboo vom Nordteich Una von Hakata Kakinoki 小山 憲次（佐賀）

SG4 未成犬 牝 39 マギー OF ホークウィングヨーコ ターボ v ノルトタイヒ ティアナ OF ホークウィングヨーコ 中山 治（長崎）

SG1 未成犬 牡 41 イングルフ vd ライデンシャフト アイク vd シェーンエーレ エヴァ ｖ ハウス ハラコ 佐々木拓也（青森）

SG2 未成犬 牡 43 ニコール オブ リュウタチカワ ワイルド セドリック チーム アグリゲント コニー オブ リュウタチカワ ワイルド 井上 和政（神奈川）

欠 未成犬 牡 42 アトス フォン ビゼンヨリノ ウルリッヒ フォン オクセントール カテイー フォン シュロスグラーベン 従野 勝（備前）

V1 成犬 ロング 牝 44 シュー フォン ブランドシュヴァネン ラッソー オブ ハウスサンボア ミナ フォン ブランド シュヴァネン 今井 夏恵（大分）

V1 成犬 牝 48 オリンピア フォンデム ヴァルト グラーベン エトゥー アウス ヴァッテンシャイト ツォーイ フォム オスターベルガーラント 鳥生 清哉（兵庫）

V2 成犬 牝 51 ベティ フォンデァ シュロスブリュンネン アトス アウス アグリゲント アラベスク フォンデァ シュロスブリュンネン 山田久任子（愛知）



V3 成犬 牝 66 イェッタ フォン デァ ケントランタス アポル フォム アイヘンプラッツ ゼッフェ フォン ハカタカキノキ 高岡 政義（福岡）

V4 成犬 牝 55 オルダ ツーデン ベルジーゲンベルン ターボ フォム ノルトタイヒ タンカ フォン ミヤザキシモダ 森原 国雄（山口）

V5 成犬 牝 58 ブレンダ オブ ホークウィングヨーコ クヴァントウム オブ ホークウィングヨーコ ティアナ オブ ホークウィングヨーコ 長原 憲博（福岡）

V6 成犬 牝 50 パルメ フォンデム ヴァルトグラーベン タイソン フォム ケッタース ブッシュ サフィーラ フォム オスターベルガーラント 鳥生 清哉（兵庫）

V7 成犬 牝 49 ファーナ フォンデア ホウメイフルス ドゥックス デ インテルカニーナ アルマ オブ フェアリーガーデン 高岡 政義（福岡）

V8 成犬 牝 45 エデラ vom ハウスヨビヅル ゲオ vom デニッシェンホーフ ティファニー v．d．ブランドシュヴァネン 梅木 文男（福岡）

V9 成犬 牝 46 ミナ v ブランド シュヴァネン Kwantum vom Klostermoor Nicety von Brand Schwanen 山本 千絵（福岡）

V10 成犬 牝 53 ポーラ III フォン ヒューガ イワキリソウ アポール フォム アイヘンプラッツ ペギィ V フォン ヒューガ イワキリソウ 南 卓見（宮崎）

V11 成犬 牝 57 フェファ フォン オーサカトリウ ベン フォン オーサカトリウ ヨーラ フォン オーサカトリウ 竹下 聖也（熊本）

SG1 成犬 牝 56 ソティス フォン ブランド シュヴァネン ラッソー オブ ハウスサンボア ミナ フォン ブランド シュヴァネン 香川 英典（宮崎）

SG2 成犬 牝 47 フィナ フォン フショー カールマン フォン ヒロカシマ オディリア オブ フクオカハクブンソー 大河原靖子（長崎）

欠 成犬 牝 52 Una von Hakata Kakinoki ベガス ファン ノールト アイツェ フォン グァンユー 小山 憲次（佐賀）

欠 成犬 牝 54 カーナ V ナーハラーセン ドウックス vd ツイガトー ナンナ V リュータチカワワイルド 石岡 弘子（青森）

V1 成犬 牡 60 フリード フォン ミヤザキシモダ ブライアン フォンデア クライネンブルク クサフェリア フォン ミヤザキシモダ 黒木 和典（宮崎）

V2 成犬 牡 59 ヒーロー V．ビギングリック アポル V．アイヘンプラッツ アグニ V．グァンユー 嶋 英隆（福岡）

V3 成犬 牡 62 ラトヴィン フォン ハカタ カキノキ アポル フォム アイヘンプラッツ エトラ フォム シェーネン ツヴィンガー 角南冨美惠（岡山）

V4 成犬 牡 65 インゴ フォム ハウス イマイカゴシマ ベン フォン オーサカトリウ マドンナ フォム ヴォールスタント 黒木さおり（佐賀）

V5 成犬 牡 63 ツイスト．フォン．チクゴ．シンメイ ターボ．フォム．ノルトタイヒ ハニー．フォン．ヒューガ．イワキリソウ 川上 高生

A 成犬 牡 64 シーボルト フォン チクゴ シンメイ ターボ フォム ノルトタイヒ ハニー II フォン ヒューガ イワキリソウ 末永 五郎（福岡）

欠 成犬 牡 61 アイコ フォム クロフネ 178 ヴェガス フォム ヴェスターフェン ユウカ オブ リュウタチカワワイルド 稲葉 清志（静岡）

A （銃声退場）


