
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 美月 21-2571 飛騨路 2021.7.24 赤 風蓮 夏姫 増田　久 静岡県
2 美実 22-989 虎洲荘 2022.1.11 赤 國丸 鈴花 坂上　豊和 愛媛県
3 奈也花 22-1849 香川筒井 2022.3.30 赤 煌琳 彩 武下　泰浩 香川県

欠席 4 彩煌 20-1554 香川筒井 2020.2.24 赤 煌琳 灯 串山　一樹 広島県
欠席 5 芽依 21-2277 岡山杉本荘 2021.5.17 赤 元 太鳳 杉本　浩樹 岡山県

6 瀬里愛 22-1504 四国森 2022.3.16 赤 南州 満里愛 森　一生 香川県 森　秀二

欠席 7 京極魁 22-990 丸亀今田荘 2022.1.1 赤 京極雷 京極彩姫 今田　哲也 香川県
8 天領 21-1317 香川筒井 2021.2.20 赤 煌琳 純香 島田　英幸 香川県
9 勢十郎 22-987 虎洲荘 2022.1.11 赤 國丸 鈴花 鈴木　貴敬 愛媛県

欠席 10 天領 21-1396 立花玄海荘 2021.4.21 赤 源氏 梓 中山　剛行 広島県
11 國丸小蔵 21-3247 伊予石峰 2021.9.15 赤 國丸 麦 眞鍋　光加 愛媛県

特 12 風虎 22-1323 岡山西太田 2022.4.10 虎 千岱 出雲 太田　清信 岡山県西 合田　直人
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一般供覧犬（牡）
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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

棄権 13 不二女 22-1532 阿波絆荘 2022.3.17 虎 怜将 眞美姫 島田　英幸 香川県 林　栄治
優１ 14 静香 22-975 四国森 2022.1.4 赤 天神丸 鞠絵 王　淼 大阪府
優３ 15 鞠緒 22-974 四国森 2022.1.4 赤 天神丸 鞠絵 米城　信子 福岡県
優２ 16 陽 22-1398 四国森 2022.3.4 虎 大心 心 北風　正幸 香川県
優４ 17 海桜 22-1399 四国森 2022.3.4 虎 大心 心 今西　清香 香川県
欠席 18 輝弥 22-419 土佐美薫 2022.1.1 赤 安房大龍 真凛 楠瀬　朗子 高知県 岡林　秋雄

優２ 19 玲大 22-1598 四国森 2022.4.2 赤 南州 鞠萌 高橋　愛桜 香川県 高橋　幸恵
優４ 20 仁大 22-1599 四国森 2022.4.2 赤 南州 鞠萌 高橋　しのぶ 香川県 高橋　和幸
優１ 21 紅琳 22-85 江ノ島荘 2021.12.20 赤 煌琳 菫 合田　直人 香川県 増田　久
優３ 22 陽 22-437 倉敷竹本荘 2021.12.13 虎 息吹 みこと 竹本　博志 広島県

優２ 23 枇琵 21-2840 四国森 2021.8.1 赤 大心 満里愛 塩見　英子 香川県
優３ 24 春日 22-408 土佐美薫 2021.12.1 虎 海雲 美雪 住友　浩一 徳島県
優１ 25 優虎 21-2956 吉野清流荘 2021.9.10 虎 怜将 美鈴 塩田　あゆみ 香川県
欠席 26 土佐宝槻 21-3142 土佐花櫻荘 2021.9.15 白 海雲 彩華 岡林　秋雄 高知県

優４ 27 瑠斗 21-3161 猛虎荘 2021.10.17 虎 煌琳 白光姫 細見　周久 大阪府
優５ 28 輝心 21-2510 四国森 2021.7.16 白 元 心 桐井　隆枝 香川県 桐井　孝志
優３ 29 こだま 21-1246 桜ハウス 2021.4.7 赤 徳松 冨城 米城　信子 福岡県
優１ 30 令音 21-2511 四国森 2021.7.16 白 元 心 丸山　晴美 香川県
棄権 31 秋羅 22-1267 大阪川崎 2021.11.28 虎 嵐山 北の三虎姫 川崎　翔 大阪府
優２ 32 翔心 21-2838 四国森 2021.8.1 赤 大心 満里愛 杉本　健太 香川県 杉本　寛美
供覧 33 雷電 22-169 古川荘 2021.11.2 赤 純 泉光姫 古川　大成 広島県

優４ 34 栄媛 21-1261 四国森 2021.3.29 赤 天神丸 鞠虎 西浦　生記 香川県
優２ 35 晶  21-269 讃岐合田 2020.11.26 赤 裕斗 葵 野田　数基 福岡中央 太田　清信
優３ 36 秋乃月姫 20-3294 岡山牧野 2020.10.4 赤 作 芽衣 牧野　美幸 岡山県
優１ 37 向日葵  21-268 讃岐合田 2020.11.26 赤 裕斗 葵 柳瀬　優子 岡山県西

優４ 38 李喜丸 21-41 大阪藍青塾 2020.11.22 虎 怜将 幸虎 佐伯　紀恵 兵庫県
優１ 39 西の栄勝 21-271 四国森 2020.12.8 白 北の大地 心 西浦　生記 香川県
棄権 40 北角龍 21-91 野辺地 2020.10.31 虎 青龍 愛桜姫 松尾　修 愛媛県
棄権 41 天海 21-1045 三備荘 2021.2.8 虎 怜将 鈴 林　栄治 岡山県西
優２ 42 一葵  21-266 讃岐合田 2020.11.26 赤 裕斗 葵 柳瀬　優子 岡山県西 増田　久
優３ 43 純 20-2002 美濃虎溪荘 2020.6.5 赤 北天翔 琴雅姫 古川　大成 広島県
欠席 44 流星 21-524 三重中川荘 2020.12.14 赤 讃周丸 杏 中川　雄斗 三岐

特２ 45 紀虎 19-3779 加賀西村荘 2019.8.28 虎 天成丸 菜七 光岡　友儀 岡山県西 光岡　巧
棄権 46 幸姫 19-3301 福岡富安荘 2019.9.6 赤 裕斗 独楽草 牧野　美幸 岡山県
棄権 47 菖蒲 19-3601 土佐花櫻荘 2019.10.4 赤 泉州王 仕草 岡林　秋雄 高知県
欠席 48 つらら 20-788 淡海の花 2019.12.15 虎 橙介 莉夏 上野　裕子 滋賀県
優３ 49 虹華 19-3794 四国森 2019.9.11 虎 虹太郎 鞠虎 桐井　隆枝 香川県 桐井　孝志
棄権 50 夢虎女 19-461 宮城コザキ犬舎2018.12.30 虎 北雲の大雲 雅 松尾　修 愛媛県
優２ 51 伊予の舞 17-2184 伊予鈴木荘 2017.2.18 赤 崇 伊予美月 坂上　豊和 愛媛県 鈴木　貴敬
優１ 52 小町 17-2493 讃岐合田 2017.2.15 赤 風蓮 葵 柳瀬　優子 岡山県西
特１ 53 瑞稀 17-6344 女川共立 2017.9.29 赤 春団治 瑞和 栗尾　孝治 岡山県西

優１ 54 優次郎  20-5 讃岐合田 2019.10.28 赤 怜将 小町 塩田　あゆみ 香川県
優２ 55 息吹 19-3835 倉敷竹本荘 2019.10.5 虎 一光臨 真凛 竹本　博志 広島県
棄権 56 颯 17-2181 伊予鈴木荘 2017.2.18 赤 崇 伊予美月 寶田　孝造 愛媛県
欠席 57 三重の大地 20-897 三重中川荘 2019.12.20 虎 北の大地 花水木 中川　雄斗 三岐
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