
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

1 すず 18-3356 幅野平石 30.6.10 赤 龍凰 あやめ 坂上　豊和 愛媛県
2 涼虎 18-3624 阿波国光宮 30.6.13 虎 武真留 卍彩虎 金本　章 徳島県

欠席 3 言名 18-3391 向原荘 30.6.9 虎 北の大地 雲鶴姫 永田　一博 島根中央
4 琴 19-85 九州イシダ 30.9.7 赤 大平 瑞希 串山　一樹 広島県 中山　剛行
5 伊予美月 15-1762 伊予鈴木荘 26.12.17 赤 大珖丸 恭穂 鈴木　貴敬 愛媛県
6 伊予の舞 17-2184 伊予鈴木荘 29.2.18 赤 崇 伊予美月 鈴木　貴敬 愛媛県 鈴木　和花
7 花桜 19-275 備中一力 30.10.12 赤 紅宝山 花峰 坂本　謙太朗 岡山県 坂本　英二朗
8 綾女 18-3559 備中一力 30.7.17 赤 紅宝山 吟姫 坂本　謙太朗 岡山県

欠席 9 京極蛍 14-1538 丸亀京極 26.4.22 赤 京極誉 ほの花 大館　春香 香川県 今田　哲也
欠席 10 ふぶき 16-2897 讃岐忽那荘 28.4.1 赤 風雲児 ひかり 忽那　英希 香川県 忽那　和樹

11 こひめ 12-1140 房州海花荘 24.4.27 赤 新関東美龍 風花 森　一生 香川県 忽那　里音

12 仁 17-2095 四国森 29.2.16 赤 崇 花 上杉　公彦 香川県 忽那　春輝
欠席 13 晴明 18-286 森岳関ノ台荘 29.11.28 赤 金八 穂乃佳 大庭　直樹 島根中央

14 竜峰 19-273 備中一力 30.10.12 赤 紅宝山 花峰 坂本　謙太朗 岡山県 中浜　好正

15 麻莉虎 18-4573 粕屋恵荘 30.10.30 虎 大東 博多舞子 西山　潤祐 岡山県西
16 百華 18-4780 秋田羽後 30.10.18 赤 春団治 朱麗 倉田　知代子 徳島県 倉田　雅文

17 銀次 19-235 四国森 30.11.16 赤 栄心 満里愛 藤田　早正 香川県

参考招待犬

一般供覧犬（牝）

一般供覧犬（牡）

幼稚犬（牝）

幼稚犬（牡）



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５ 18 汐里 18-3025 湘風舎 30.6.27 虎 玄英 春菜 猪飼　徹 三岐
優３ 19 弥山 18-3458 山陰江の川犬舎 30.7.7 赤 一天心 輝美 串山　国男 広島県 中山　剛行
優６ 20 南月 18-3901 岡山西太田 30.9.7 赤 裕斗 絵梨香 井澤　博明 熊本県 合田　直人
優２ 21 ありす 18-4444 吉備栗尾荘 30.9.10 赤 瑞翔 はるか 栗尾　孝治 岡山県西
優４ 22 茶々 18-3999 紫荘 30.9.10 虎 紋次郎 白蓮萃 杉本　浩樹 岡山県 若林　正浩
優７ 23 城奈乃 18-4011 倉敷竹本荘 30.7.31 赤 北乃城 虎奈都 青木　聖児 広島県
優１ 24 花姫 19-276 備中一力 30.10.12 赤 紅宝山 花峰 坂本　謙太朗 岡山県

優２ 25 虎蘭風 18-3360 讃岐合田 30.7.10 赤 裕斗 さくら 黒川　雅子 香川県
優１ 26 龍輝 18-4238 泉州高師浜荘 30.8.2 赤 安房天神 まつり 仲野　秀明 大阪府 筒井　章博

優１ 27 藤女 18-2371 江ノ島荘 30.4.3 虎 大成竜 奥州すみれ 島田　英幸 徳島県
優２ 28 優希 18-2549 備中一力 30.4.13 赤 紅陣誉 優香 坂本　謙太朗 岡山県 増村　弘教

優１ 29 言継 18-3390 向原荘 30.6.9 虎 北の大地 雲鶴姫 大庭　直樹 島根中央

優３ 30 伊勢花梨 17-2764 八尾山崎荘 29.3.1 虎 北の大地 月読 猪飼　徹 三岐
優１ 31 博多舞子 17-1398 唐津松枝 29.2.24 虎 龍之介 柚月 太田　清信 岡山県西
優４ 32 衣掛姫 17-3645 向原荘 29.3.30 虎 響雲 雲鶴姫 難波　左江子 島根中央 森　秀二
優２ 33 優虎 17-5480 備中一力 29.9.5 虎 虎ノ城 白優 坂本　謙太朗 岡山県 坂本　英二朗

優２ 34 景虎 17-4069 清瀧亭 29.4.17 虎 貴丸 白玲姫 小笠原　純一 島根中央
優１ 35 玉雲龍 17-5470 備中一力 29.8.24 虎 虎将 雪音 住友　浩一 徳島県
棄権 36 颯 17-2181 伊予鈴木荘 29.2.18 赤 崇 伊予美月 寶田　孝造 愛媛県

特１ 37 一花姫 12-1096 三備荘 24.4.1 虎 秋峰 つばさ 坂本　謙太朗 岡山県 中浜　好正

優２ 38 政道丸 16-3845 四国森 28.5.18 虎 政宗 駒子 岡井　定雄 香川県 忽那　春輝
優１ 39 一天心 16-5531 阿波国光宮 28.8.9 赤 秋津州 彩芽 竹本　博志 広島県
供覧 40 寿 16-1884 四国森 28.3.2 白 一休太 このみ 若林　耕太郎 岡山県 若林　正浩
欠席 41 大地 14-1968 東大橋 26.7.9 赤 天竺 愛佳 冷水　澄夫 大阪府 筒井　章博

成　犬（牡）

若　犬（牝）

幼　犬（牝）

幼　犬（牡）

若　犬（牡）

壮　犬（牝）

壮　犬（牡）

成　犬（牝）


