
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 甚五郎 07-1912 　　岬大谷荘 19.7.25 虎 輝政 雪乃華 増村　弘教 広島県
賞歴 成犬Ｂ組特優二席

成犬Ａ組特優

欠席 2 真凛 17-6370 猛虎荘 29.11.16 虎 武誉 卍屋朱鷺虎 倉田　雅文 徳島県
欠席 3 夢女 17-1037 阿波国光宮 28.12.24 赤 将太 美希 倉田　雅文 徳島県

4 愛紅 18-2370 江ノ島荘 30.4.3 虎 大成竜 奥州すみれ 植木　優香 徳島県
5 玉姫 18-1200 三備荘 30.1.23 赤 玉樹 紋桜 島田　英幸 徳島県
6 花鞠 18-2357 四国森 30.4.11 赤 元 鞠虎 森　一生 香川県 森　秀二

欠席 7 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
8 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 9 虎ノ介 13-638 香川筒井 25.1.20 虎 涛輝 梨花 宮本　英也 愛媛県
10 池田大助 18-2767 奥川荘 30.4.26 赤 大輝誉 優花 奥川　喜一 岡山県

欠席 11 京極鷹 17-3531 丸亀京極 29.4.6 赤 安房嵐 京極愛梨 大館　春香 香川県 今田　哲也
12 玉淋 18-821 江ノ島荘 29.12.25 赤 玉樹 特級光 植木　栞奈 徳島県
13 龍琥 18-2825 香川筒井 30.4.14 虎 影虎 梨花 冷水　澄夫 大阪府
14 作 17-3787 奥川荘 29.4.11 赤 大輝誉 ひかり 若林　正浩 岡山県

欠席 15 銀山 18-288 森岳関ノ台荘 29.11.28 赤 金八 穂乃佳 小笠原　純一 島根中央

16 すず 18-3356 幅野平石 30.6.10 赤 龍凰 あやめ 坂上　豊和 愛媛県
欠席 17 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

18 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
欠席 19 厳島 18-3455 山陰江の川犬舎 30.7.7 赤 一天心 輝美 串山　義之 広島県

20 言継 18-3390 向原荘 30.6.9 虎 北の大地 雲鶴姫 大庭　直樹 島根県

第129回本部展

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）

第123回本部展



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１ 21 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 22 八州大山 18-2491 紫荘 30.4.12 赤 龍山乃八州 州宝芽 坂本　謙太朗 岡山県

優１ 23 吉野もも姫 18-1004 吉野清流荘 29.12.28 赤 秋力王 吉野遥 大西　清之 徳島県

優２ 24 東大誉 17-5437 青森神荘 29.8.5 赤 祐翔 百々姫御殿 北原　瑞騎 岡山県
優１ 25 紅光雲 18-326 宮城コザキ犬舎 29.12.5 赤 紅陣誉 紅百合姫 坂本　謙太朗 岡山県 坂本　竜一

優２ 26 凛花 17-117 讃岐栗林荘 28.11.14 赤 昌晃 真由虎 濱田　緑 香川県
優１ 27 紫織 17-3204 江ノ島荘 29.3.23 赤 剣心 梅輪 豊田　哲大 岡山県西

棄権 28 黒飛竜 17-2074 香雪荘 29.1.9 虎 北の大河 黒美影 坂本　謙太朗 岡山県 坂本　竜一
優１ 29 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１ 30 薫風 15-2034 木更津ノムラ 27.6.5 赤 海 羽衣 岩原　真智子 香川県
欠席 31 虎晴 14-2286 KANA・INOUE 26.9.22 虎 寅雄 美雲桜 杉本　浩樹 岡山県
特１ 32 エリカ 15-3123 阿波国光宮 27.8.22 赤 北州 千草 金本　章 徳島県
特２ 33 一葉 16-2856 阿波国光宮 28.4.10 赤 北州 美希 寺本　和代 大阪府

特１ 34 大輝誉 15-103 奥川荘 26.10.21 赤 秋峰 あけみ 若林　正浩 岡山県 奥川　喜一

成　犬（牡）

若　犬（牝）

幼　犬（牝）

幼　犬（牡）

若　犬（牡）

壮　犬（牝）

壮　犬（牡）

成　犬（牝）


