
出欠 № 犬名 登録番号 犬舎名 生年月日 毛色 父犬 母犬 出陳者 支部名 出陳担当者

欠席 1 彩雲女 10－799 犬舎武藏 22.2.11 虎 藤王 久音 増村　弘教 広島県
賞歴 幼犬一席

壮犬四組
成犬特優

2 純虎 17-5323 天草たじり 29.7.23 虎 影虎 舞花 松嶋　善久 大阪府
3 華映 17-5566 岡山西太田 29.9.26 赤 風蓮 冨士桜 中山　剛行 山陽広島
4 海峰 17-5487 備中一力 29.9.7 赤 桐生 高峰女 金本　章 徳島県
5 一葉 16-2856 阿波国光宮 28.4.10 赤 北州 美希 寺本　和代 大阪府
6 瀬七 17-6235 讃岐筒井荘 29.9.6 虎 大成竜 藍花 筒井　康夫 香川県
7 彩 17-6279 香川筒井 29.9.8 赤 FUMETSU 要 筒井　章博 香川県

欠席 8 虎晴 14-2286 KANA.INOUE 26.9.22 虎 寅雄 美雲桜 杉本　浩樹 岡山県
9 しずか 17-3884 備中一力 29.5.26 赤 紅陣丸 宝珠女 坂本　謙太朗 岡山県

欠席 10 虎太郎 10-1676 四国森 22.7.8 虎 貴将 あさひ 石井　洋二 香川県
欠席 11 虎道丸 12-2473 四国森 24.9.25 虎 貴将 駒子 石井　洋二 香川県

12 豪力丸 16－4758 金成荘 28.7.8 赤 乱九郎 陸前鏡花 鈴木　貴敬 愛媛県
13 颯 17-2181 伊予鈴木荘 29.2.18 赤 崇 伊予美月 寶田　孝造 愛媛県
14 作 17-3787 奥川荘 29.4.11 赤 大輝誉 ひかり 若林　正浩 岡山県
15 大将 17-5782 四国森 29.9.14 虎 元 鞠虎 森　一生 香川県 森　秀二

16 大東 17-5559 岡山西太田 29.10.6 虎 千岱 出雲 野田　数基 福岡中央 太田　清信
欠席 17 大天山 18-308 エルク荘 29.12.2 赤 大宇宙 珠清姫 光岡　巧 岡山県西
欠席 18 晴明 18-286 森岳関ノ台荘 29.11.28 赤 金八 穂乃佳 三浦　貞子 秋田県北

19 銀山 18-288 森岳関ノ台荘 29.11.28 赤 金八 穂乃佳 三浦　貞子 秋田県北
20 銀平 18-408 四国森 29.11.29 白 大平 このみ 森　一生 香川県 森　秀二
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参考招待犬
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評価 № 犬名 登録番号 犬舎名 生年月日 毛色 父犬 母犬 出陳者 支部名 出陳担当者

優２ 21 愛絆 17-5273 福山琥楽荘 29.7.27 赤 映 雪絆 吉田　喜重老 香川県
優３ 22 美虎 17-6282 香川筒井 29.9.15 虎 影虎 梨花 串山　一樹 山陽広島 中山　剛行
優１ 23 花峰 17-5488 備中一力 29.9.7 赤 桐生 高峰女 坂本　謙太朗 岡山県 増村　弘教

優１ 24 五郎太 17-4364 備中一力 29.6.18 赤 五郎丸 吟姫 坂本　謙太朗 岡山県

優３ 25 華蓮 17-116 讃岐栗林荘 28.11.14 虎 昌晃 真由虎 濱田　緑 香川県
優２ 26 夢女 17-1037 阿波国光宮 28.12.24 赤 将太 美希 倉田　雅文 徳島県
優１ 27 紅陣桜華 17-2297 哲幸荘 29.2.12 赤 紅陣丸 春乃花 坂本　謙太朗 岡山県 奥川　喜一

優４ 28 卍藤雲 17-2001 阿波国光宮 29.1.23 虎 卍 虎雪姫 小藪　隆 大阪府
優３ 29 闘真 17-1028 岡山西太田 29.2.10 赤 煌雲 彩貴 野田　数基 福岡中央 太田　清信
優２ 30 力道丸 17-1391 能代フジタ 29.2.10 赤 金八 園桜 今井　尊行 香川県
優５ 31 志龍 17-1763 国平 29.2.12 赤 安房天神 桜子 中村　竜弥 愛媛県
優１ 32 太刀雲 17-4166 阿波国光宮 29.4.21 赤 将太 風花 坂本　謙太朗 岡山県 奥川　喜一

優１ 33 珠玉虎 16-3600 清瀧亭 28.5.3 虎 乾坤 白玲姫 大庭　直樹 島根県
欠席 34 雲鶴姫 16-3602 清瀧亭 28.5.3 虎 乾坤 白玲姫 永田　一博 香川県 森　秀二

優２ 35 北乃城 16-5524 阿波国光宮 28.8.8 赤 北州 御代鶴姫 竹本　博志 山陽広島
優１ 36 虎将 17-334 宮城鳴子荘 28.7.13 虎 清龍 真理虎 坂本　謙太朗 岡山県 奥川　喜一

供覧 37 奈々虎 15-2254 阿波国光宮 27.6.5 虎 覚山 白美女 倉田　雅文 徳島県

優１ 38 安房嵐 15-202 木更津ノムラ 26.12.31 赤 流星の焜 安房椿 今田　春香 香川県 今田　勉
特１ 39 風雲 15-323 湘風舎 27.1.4 虎 剱心 由芽花 中田　祐介 広島県

成　犬（牡）

若　犬（牝）

幼　犬（牝）

幼　犬（牡）

若　犬（牡）

壮　犬（牝）

壮　犬（牡）

成　犬（牝）


