
イベント日 コース 氏名カナ(姓) (1) 犬種 (1) 愛犬名 (1) 性別 (2) 犬種 (2) 愛犬名 (2) 性別 (3) 犬種 (3) 愛犬名 (3) 性別

あ
2014年10月11日 関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 アサカワ トイプードル ふく メス

2013年5月18日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 アライ その他 ココタ オス ルルタ オス

2015年10月24日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 アライ その他 小虎 オス

2014年5月17日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 アンザイ ミニチュアダックス てぃな メス ヨークシャーテリア ちゃこ メス ヨークシャーテリア らって オス

2013年5月26日 関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 イキ ヨークシャーテリア オクちゃん

2015年11月3日 関東ふれあいの道　②油壷・入江 イケダ パピヨン ミッキー オス

2014年5月17日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 イチカワ トイプードル 李 メス

2014年10月4日 関東ふれあいの道　②油壷・入江 イチカワ トイプードル 李 メス

2014年10月4日 関東ふれあいの道③荒崎・潮騒のみち イチカワ トイプードル 李 メス

2015年9月20日 関東ふれあいの道④佐島・大楠山のみち イチカワ トイプードル 李 メス

2015年11月7日 関東ふれあいの道⑤　稲村ケ崎 イチカワ トイプードル 李 メス
2015年9月23日 関東ふれあいの道　②油壷・入江 イワタ トイプードル 桜 メス

2014年5月24日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 ウエムラ トイプードル あんず メス

2014年10月4日 関東ふれあいの道　②油壷・入江 ウエムラ トイプードル あんず メス

2014年10月4日 関東ふれあいの道③荒崎・潮騒のみち ウエムラ トイプードル あんず メス

2015年3月21日 関東ふれあいの道③荒崎・潮騒のみち ウエムラ トイプードル あんず メス

2015年10月30日 関東ふれあいの道③荒崎・潮騒のみち オオシマ キャバリア みかん メス
2013年5月26日 関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 オオツカ トイプードル もっＰ

2014年5月17日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 オカヤス パピヨン ゆう オス

2015年9月20日 関東ふれあいの道④佐島・大楠山のみち オカヤス パピヨン ゆう オス

2015年10月30日 関東ふれあいの道③荒崎・潮騒のみち オカヤス パピヨン ゆう オス
2014年10月11日 関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 オクゾノ チワワ ヒメ メス

2015年10月31日 関東ふれあいの道③荒崎・潮騒のみち オサノ トイプードル レオ オス
2015年11月7日 関東ふれあいの道⑤　稲村ケ崎 オサノ トイプードル レオ オス
2015年3月21日 関東ふれあいの道③荒崎・潮騒のみち オノデラ ミニチュアピンシャー とと オス トイプードル ももこ メス

2013年5月25日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 オバマ ジャックラッセルテリア リサ メス ジャックラッセルテリア ニコラス オス

か
2013年5月18日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 カサハラ チワワ ゆず メス

2015年9月20日 関東ふれあいの道④佐島・大楠山のみち カサハラ チワワ ゆず メス

2015年11月7日 関東ふれあいの道⑤　稲村ケ崎 カサハラ チワワ ゆず メス
2015年10月30日 関東ふれあいの道③荒崎・潮騒のみち カザマ MIX - S (体高 30cm未満) なると オス ミニチュアダックス 太郎 オス
2013年5月19日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 カトウ カニンヘンダックス レン オス

2015年3月11日 関東ふれあいの道③荒崎・潮騒のみち カネノ キャバリア アリー メス

2015年9月23日 関東ふれあいの道　②油壷・入江 カネノ キャバリア アリー メス ロン オス

2014年10月4日 関東ふれあいの道　②油壷・入江 カリヤザキ イタリアングレーハウンド さくら メス

2014年10月4日 関東ふれあいの道③荒崎・潮騒のみち カリヤザキ イタリアングレーハウンド さくら メス

2014年10月4日 関東ふれあいの道　②油壷・入江 カワノ 甲斐犬 すず メス

2014年10月4日 関東ふれあいの道③荒崎・潮騒のみち カワノ 甲斐犬 すず メス

2015年6月6日 関東ふれあいの道④佐島・大楠山のみち カワノ 甲斐犬 すず メス

2016年4月2日 関東ふれあいの道⑥湘南海岸 カワノ シーズー 信太郎 オス

2015年9月20日 関東ふれあいの道④佐島・大楠山のみち キブネ 柴犬 魁皇 オス 甲斐犬 心暖 （ここな）メス

2016年3月27日 関東ふれあいの道　②油壷・入江 キムラ カニンヘンダックス ブックル メス カニンヘンダックス ミエル メス

2015年11月7日 関東ふれあいの道⑤　稲村ケ崎 クロイ ウェルシュコーギー ナッシュ メス
2016年3月27日 関東ふれあいの道　②油壷・入江 クロサワ シーズー アロイ メス

2016年3月27日 関東ふれあいの道　②油壷・入江 コザキ ミニチュアダックス jackey メス

2013年5月26日 関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 コトウダ ヨークシャーテリア 四郎 オス ヨークシャーテリア 五郎 オス

2015年11月3日 関東ふれあいの道　②油壷・入江 コバヤシ キャバリア MARIE メス

2015年4月25日 関東ふれあいの道　②油壷・入江 コバヤシ ミニチュアダックス ダニエル オス

2015年4月25日 関東ふれあいの道　②油壷・入江 コマツ MIX - M (体高 30cm以上 50cm未満) ラッキー オス

さ
2013年5月18日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 サギヤ ノーフォークテリア 空 オス

2013年5月19日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 ササガワ MIX - S (体高 30cm未満) まる オス



2015年6月6日 関東ふれあいの道④佐島・大楠山のみち ササガワ MIX - S (体高 30cm未満) まる オス

2015年9月23日 関東ふれあいの道　②油壷・入江 ササガワ MIX - S (体高 30cm未満) まる オス

2015年10月31日 関東ふれあいの道③荒崎・潮騒のみち ササガワ MIX - S (体高 30cm未満) まる オス
2015年10月31日 関東ふれあいの道③荒崎・潮騒のみち サトウ ミニチュアダックス RUI オス
2013年5月19日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 スズキ トイプードル リク オス MIX - S (体高 30cm未満) ひめ メス

2013年5月25日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 スズキ 柴犬 あろま メス

2015年11月7日 関東ふれあいの道⑤　稲村ケ崎 スミダ トイプードル ロロ メス

た
2014年10月11日 関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 タカハシ チワワ LAKI メス

2015年11月3日 関東ふれあいの道　②油壷・入江 タカハシ チワワ LAKI メス

2015年4月25日 関東ふれあいの道　②油壷・入江 タカハシ ボストンテリア こうめ メス

2013年5月26日 関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 タカハシ トイプードル ニコル

2014年5月17日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 タケウチ キャバリア シェリー メス キャバリア フルール メス

2013年5月25日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 タニダ トイプードル OSCAR オス

2013年5月25日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 タノウエ MIX - S (体高 30cm未満) りーな メス

2015年9月20日 関東ふれあいの道④佐島・大楠山のみち チュウバチ トイプードル ちゃお オス MIX - S (体高 30cm未満) プ子 オス

2015年11月3日 関東ふれあいの道　②油壷・入江 ツボヤ ミニチュアダックス ちぽさん メス

2013年5月25日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 テラダ ジャックラッセルテリア ベッキー メス

2014年5月24日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 ドバシ 柴犬 福 メス

な
2014年10月11日 関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 ナカムラ 柴犬 凜 メス

2015年10月24日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 ナカムラ 柴犬 凛 メス

2015年10月31日 関東ふれあいの道③荒崎・潮騒のみち ナカムラ 柴犬 凛 メス
2015年3月21日 関東ふれあいの道③荒崎・潮騒のみち ナラ カニンヘンダックス ヒノキ メス

2015年4月25日 関東ふれあいの道　②油壷・入江 ナラ カニンヘンダックス ヒノキ メス

2015年9月20日 関東ふれあいの道④佐島・大楠山のみち ナラ カニンヘンダックス ヒノキ メス

2015年10月24日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 ナラ カニンヘンダックス ヒノキ メス

2015年11月7日 関東ふれあいの道⑤　稲村ケ崎 ナラ カニンヘンダックス ヒノキ メス
2015年10月24日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 ニシネ トイプードル ソラン オス トイプードル レミイ オス

は
2014年10月11日 関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 ハギワラ トイプードル ぷうこ メス

2013年5月26日 関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 ハシモト ウェルシュコーギー ナナ メス その他 リリ メス

2015年6月6日 関東ふれあいの道④佐島・大楠山のみち ハットリ トイプードル ロン オス

2013年5月26日 関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 ハヤカワ トイプードル もも メス

2013年5月19日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 ハヤノ MIX - S (体高 30cm未満) ラグ オス

2015年10月31日 関東ふれあいの道③荒崎・潮騒のみち ハヤノ MIX - S (体高 30cm未満) ラグ オス
2015年11月3日 関東ふれあいの道　②油壷・入江 ヒラオカ チワワ カノン メス ポメラニアン リオン オス

2014年5月24日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 フクシマ キャバリア うぶ メス

2014年5月17日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 フクダ チワワ もん太 オス

2015年4月25日 関東ふれあいの道　②油壷・入江 ホンジョウ MIX - M (体高 30cm以上 50cm未満) レオン オス

ま
2013年5月25日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 マエカワ 柴犬 楓 メス

2015年11月3日 関東ふれあいの道　②油壷・入江 マエダ MIX-M 姫 メス

2014年5月24日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 マルコ トイプードル ルイ オス

2014年10月4日 関東ふれあいの道　②油壷・入江 マルコ トイプードル ルイ オス

2014年10月4日 関東ふれあいの道③荒崎・潮騒のみち マルコ トイプードル ルイ オス

2015年9月23日 関東ふれあいの道　②油壷・入江 ミタライ トイプードル プリン オス

2015年10月24日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 ミタライ トイプードル ぷりん オス

2016年4月2日 関東ふれあいの道⑥湘南海岸 ミタライ トイプードル ぷりん オス

2013年5月25日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 ミヨシ 柴犬 龍之介 オス

2013年5月25日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 モチヅキ ジャックラッセルテリア 龍馬 オス ジャックラッセルテリア 桜 メス ジャックラッセルテリア 鉄矢 オス

2014年5月17日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 モチヅキ ジャックラッセルテリア 龍馬 オス ジャックラッセルテリア 桜 メス ジャックラッセルテリア 鉄ちゃん オス

2014年10月4日 関東ふれあいの道　②油壷・入江 モチヅキ ジャックラッセルテリア 龍馬 オス ジャックラッセルテリア 桜 メス ジャックラッセルテリア 鉄矢 オス

2014年10月4日 関東ふれあいの道③荒崎・潮騒のみち モチヅキ ジャックラッセルテリア 龍馬 オス ジャックラッセルテリア 桜 メス ジャックラッセルテリア 鉄矢 オス



2015年3月11日 関東ふれあいの道③荒崎・潮騒のみち モチヅキ ジャックラッセルテリア 龍馬 オス ジャックラッセルテリア 桜 メス ジャックラッセルテリア 鉄矢 オス

2015年6月6日 関東ふれあいの道④佐島・大楠山のみち モチヅキ ジャックラッセルテリア 龍馬 オス ジャックラッセルテリア さくら メス ジャックラッセルテリア 鉄矢 オス

2015年10月24日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 モチヅキ ジャックラッセルテリア 龍馬 オス ジャックラッセルテリア さくら メス ジャックラッセルテリア 鉄矢 オス

2015年11月7日 関東ふれあいの道⑤　稲村ケ崎 モチヅキ ジャックラッセルテリア 龍馬 オス ジャックラッセルテリア さくら メス ジャックラッセルテリア 鉄矢 オス
2016年4月2日 関東ふれあいの道⑥湘南海岸 モチヅキ ジャックラッセルテリア 龍馬 オス ジャックラッセルテリア さくら メス ジャックラッセルテリア 鉄矢 オス

2016年3月27日 関東ふれあいの道　②油壷・入江 モモタ シェットランドシープドッグ 春太 オス

や
2013年5月26日 関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 ヤギ トイプードル くりん

2015年6月6日 関東ふれあいの道④佐島・大楠山のみち ヤママエ トイプードル ショコラ オス

2014年10月4日 関東ふれあいの道　②油壷・入江 ヤマモト トイプードル ポコ オス

2014年10月4日 関東ふれあいの道③荒崎・潮騒のみち ヤマモト トイプードル ポコ オス

2015年4月25日 関東ふれあいの道　②油壷・入江 ヤマモト トイプードル ポコ オス

2016年4月2日 関東ふれあいの道⑥湘南海岸 ヤマモト トイプードル ポコ オス

2013年5月25日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 ヨシオカ ミニチュアダックス ホクト オス MIX - S (体高 30cm未満) ちゅら メス

2015年4月25日 関東ふれあいの道　②油壷・入江 ヨシオカ ミニチュアダックス ホクト オス MIX - S (体高 30cm未満) ちゅら メス

2015年3月21日 関東ふれあいの道③荒崎・潮騒のみち ヨシダ チワワ なな メス

ら
2014年5月17日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 ワタナベ トイプードル ラッキー オス トイプードル ピース オス

2014年10月4日 関東ふれあいの道　②油壷・入江 ワタナベ トイプードル ラッキー オス トイプードル ピース オス

2014年10月4日 関東ふれあいの道③荒崎・潮騒のみち ワタナベ トイプードル ラッキー オス トイプードル ピース オス

2015年11月3日 関東ふれあいの道　②油壷・入江 ワタナベ トイプードル ラッキー オス トイプードル ピース オス

2015年4月25日 関東ふれあいの道　②油壷・入江 ワタナベ トイプードル 蘭丸 オス トイプードル 福助 オス

2015年9月23日 関東ふれあいの道　②油壷・入江 ワタナベ トイプードル 蘭丸 オス 福助 オス

2015年10月24日  関東ふれあいの道　①三浦・岩礁の道 ワタナベ トイプードル 蘭丸 オス トイプードル 福助 オス

2015年10月31日 関東ふれあいの道③荒崎・潮騒のみち ワタナベ トイプードル 蘭丸 オス トイプードル 福助 オス
2015年11月7日 関東ふれあいの道⑤　稲村ケ崎 ワタナベ トイプードル 蘭丸 オス トイプードル 福助 オス
2016年4月2日 関東ふれあいの道⑥湘南海岸 ワタナベ トイプードル 蘭丸 オス トイプードル 福助 オス


