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ク　ラ　ス 評　価 犬　名・犬舎号 父犬×母犬 繁 殖 者 所 有 者 所属支部

稚犬　牝組 一　　席  猟翔凛花・翔たかはし  輝狼×日高由姫 高橋　三郎 水谷　敏信 空　知

二　　席  狼　愛・稚内武方荘  壱狼×北の黒鈴 武方　正雄 粉川　義市 新　潟

稚犬　牡組 一　　席  黒熊王・北浦長島荘  日高道×日高黒熊妃 長島　昌裕 長島　昌裕 千　葉

仔犬　牝組 一　　席  友　香・北海熊菊荘  藤大河×黒宝姫 山田　仁輝 早崎　正人 稚　内

仔犬　牡組 一　　席  富士旺・北海熊菊荘  藤大河×黒宝姫 山田　仁輝 山田　仁輝 旭　川

幼犬　牝組 特良一席  優　梨・稚内キタダ  狼栄×七十三姫 来田　徳則 大山　裕次 稚　内

幼犬　牡組 特良一席  天　狼・北海梅本  北熊×阿久媛 梅本　　博 古市　　健 旭　川

特良二席  白　優・稚内キタダ  狼栄×七十三姫 来田　徳則 工藤　正樹 稚　内

〃  純次狼・中標津武荘  千歳王冠×千歳伯勇姫 吉田　　武 山田　仁輝 旭　川

〃  えぞ熊・八甲田山青雲荘  右近×麻理 甲田　藤雄 平葭　克善 青　森

若犬　牝組 特良一席  愛　姫・能代加藤荘  嵐×桜花姫 加藤　道郎 黒田　隆則 釧　路

若犬　牡組 特良一席  龍　臣・稚内武方荘  楓牙×北の黒鈴 武方　正雄 武方　正雄 稚　内

壮犬　牝組 特良一席  夷智優・札幌協働福祉  福丸×あおい 土屋　雅之 三浦　敬二 青　森

特良二席  き　く・旭川片桐  千歳王冠×優 片桐　　武 片桐　　武 旭　川

壮犬　牡組 特良一席  綾　喜・札幌協働福祉  福丸×あおい 土屋　雅之 小笠原寛之 青　森

特良二席  楓　冬・北海猟雄荘  湧大×楓花 石田　倫康 遊佐　義勝 旭　川

〃  睦　龍・稚内武方荘  楓牙×イコル 武方　正雄 須貝　洋一 倶知安

成犬第一牝組 特良一席  日高由姫・北海靜冠荘  日高道×日高猟女 高橋　道政 高橋　三郎 空　知

特良二席  優　華・中標津武荘  光太×千歳優華 吉田　　武 杉本　正義 旭　川

〃  日高黒熊妃・北浦長島荘  日高夷智狼×日高白百合 長島　昌裕 長島　昌裕 千　葉

〃  千　夏・小樽太田  レタル×幸 太田　清一 常本　良和 空　知

〃  あすか・札幌協働福祉  福丸×あおい 土屋　雅之 三浦　敬二 青　森

成犬第一牡組 特良一席  吉　翔・北辛夷  シネップシキテ×ノンノ 小池　　仁 小池　　仁 札　幌

特良二席  蓮　旺・北国荘  永依斗×阿加 曽田　由一 黒田　隆則 釧　路

〃  カムイ・モエレ日向荘  トウプシキテ×マタキ 日向　麻美 高橋　久吉 札　幌

〃  えぞ竜・穂和荘  えぞ大×ウパシ 宇野　和輝 石田　倫康 倶知安

〃  千優旺・中標津武荘  千歳王冠×千歳伯勇姫 吉田　　武 山田　仁輝 旭　川

〃  弾・旭川片桐  純希×優 片桐　　武 法村　幸喜 旭　川

成犬第二牝組 特良一席  愛　菜・札幌滝吉  北海太狼×桃 滝吉　繁昭 洞口　政義 東　北

特良二席  ノンノ・信濃犬舎  浄源龍×優妃 久保　敏行 赤塚　一男 長　野

〃  トウプチャコ・モレエ日向荘  トウプシキテ×マタキ 日向　麻美 斉藤　恒美 庄　内

〃  藤星音・野付牛藤原  阿久旺×刀不二 藤原　一夫 杉本　正義 旭　川

〃  千華羅・北見北龍荘  千歳王冠×狼姫 斉藤　龍美 山田　仁輝 旭　川

〃  レタル雪媛・札幌カリキ荘  楓牙×北ウパシ 畑中　賢一 結城　輝夫 東　北

〃  モ　モ・稚内キタダ  翔太×白信姫 来田　徳則 来田　徳則 稚　内

〃  レタルシキテ・北秀荘  レタル×キタノサクラ 高橋　久吉 鳰　　　滋 札　幌

〃  悠　美・空知中山  北峰英雄×愛子 中山　金文 藤田　義光 空　知

〃  さくら・稚内武方荘  楓牙×北マツネ 武方　正雄 武方　正雄 稚　内

〃  レ　ラ・奥州結城荘  白翔熊×レタル雪媛 結城　輝夫 桑添　俊幸 東　北

〃  ト　モ・稚内キタダ  翔太×白信姫 来田　徳則 中山　岩夫 千　葉

〃  真　美・札幌定山荘  かい×心 笹森　春男 堀江　信行 旭　川

〃  ワグマ・尾張小牧ｱｶﾂｶ  黒龍×ノンノ 赤塚　一男 赤塚　一男 長　野

成犬第二牡組 特良一席  伯猟熊・くらしき荒木  貴×不二媛 荒木　伸夫 早崎　正人 稚　内

特良二席  北海神龍・笹神明倫荘  灯弥×乃里灯 石塚　　求 神田　淳一 新　潟

〃  玲　央・仙台洞口  吹雪旺×愛菜 洞口　政義 守　　康浩 東　北

〃  北海白雄・北海横浜荘  栃雄×桜花 横浜　　進 尾中　康晴 札　幌

〃  桃太郎・札幌滝吉  二代白湧×桃 滝吉　繁昭 今崎　孝博 空　知

〃  岳　王・札幌東八  純千歳王×純 牧　　十郎 松館　　剛 倶知安

〃  栃　嵐・安本荘  栃雄×フレ優 安本　勉治 須貝　洋一 倶知安

〃  フレ牙・札幌田邊  トウプシキテ×北海春 田邊　煌視 田邊　文子 札　幌

〃  佳　猟・北海靜冠荘  日高道×日高猟女 高橋　道政 高橋　道政 空　知

〃  翔以斗・祝津清水犬舎  百三十九太狼×白雪姫 清水　幸男 杉本　正義 旭　川

〃  鷹富士・たかすの丘犬舎  百六十九太狼×鷹姫 吉川　健雄 奥山　陽二 旭　川

シニア犬牝組 チャンピオン  彩　姫・倶知安佐々木犬舎  純千歳×魁姫 佐々木勝由 小松　光広 倶知安

シニア犬牡組 チャンピオン  千歳王冠・北見北龍荘  蝦夷龍×千歳桃姫 斉藤　龍美 山田　仁輝 旭　川

有色犬　牝 黒褐  愛　姫・能代加藤荘  嵐×桜花姫 加藤　道郎 黒田　隆則 釧　路

有色犬　牡 黒褐  えぞ熊・八甲田山青雲荘  右近×麻理 甲田　藤雄 平葭　克善 青　森

名誉犬　牝 優金賞  雪　娘・仙台洞口  吹雪旺×伊智媛 洞口　政義 遠藤　好夫 東　北

優金賞  阿久華・北海梅本  純優×美里華 梅本　　博 河村　憲雄 札　幌

名誉犬　牡 優金賞  清　流・越乃柄澤  阿久旺×百合愛 柄澤ヤス子 粉川　義市 新　潟

平成３０年　５月２７日　　場所：旭川市


