
IFCS WAC 2021 日本代表選考会 有資格犬リスト

①2019年度IFCS年間ランキング各クラス上位20頭（順不同）

30cmToyクラス
らずぽん（ＲＡＺ） トイ プードル
風音 All Japanese
らんち スコティッシュテリア
ナナ ウェルシュコーギーカーディガン
しんのすけ All Japanese
くまーら トイ プードル
レノン All Japanese
ノア パピヨン
ピカピカ トイ プードル
エヴァンジェリン椿 トイ プードル
チュラ トイ プードル
マイク トイ プードル
華 パグ
ラファ ジャックラッセルテリア
翼 ウェルシュコーギーペンブローク
アン ジャックラッセルテリア
ルビ キャバリアキングチャールズスパニエル
ハンナ ウェルシュコーギーペンブローク
小鉄 ジャックラッセルテリア
ルディ パピヨン

40cmMiniクラス
ＡＭＩ（アミ） ミニチュアシュナウザー
キャビン ミディアムプードル
アルーン シェットランドシープドッグ
Ｉｖｙ ミニチュアアメリカンシェパード
コニー ミニチュアプードル
よんとな ミニチュアシュナウザー
敦士 トイ プードル
Ｍｅｒｉａ MIX
Ｓａｓｈ ミニチュアピンシャー
ミルキー ミニチュアシュナウザー
つき ミディアムプードル
ルナ All Japanese
ハッピー ミディアムプードル
Ｇｅｏｒｇｅ コッカプー
ベンジー ウェルシュテリア
はな 柴
ＪＥＴ シェットランドシープドッグ
リュカ ミディアムプードル
Ｃｈａｒ－Ｌｅｅ コッカプー
りぃず イングリッシュコッカースパニエル



50cmMidiクラス
かん太 ボーダーコリー
クレア ボーダーコリー
らて シェットランドシープドッグ
ＮＡＬＵ（ナルー） ボーダーコリー
Ｓｕｅｓｉｅ（スージー） ボーダーコリー
ジロー ボーダーコリー
里梨（りりん） ボーダーコリー
いなずま ボーダーコリー
ピノ ボーダーコリー
ほたる ボーダーコリー
マリン ボーダーコリー
ケイティ ボーダーコリー
デイジー アイリッシュテリア
ビッケ ボーダーコリー
京 ボーダーコリー
はる ボーダーコリー
リープ ブリタニースパニエル
ＥＣＲＵ ラブラドールレトリバー
エナジー ボーダーコリー
リュース ボーダーコリー

60cmMaxiクラス
パディントン ボーダーコリー
Ｔｉｒａｍｉｓｕ（ティラミス） ボーダーコリー
鉄Ｐｅｎ ボーダーコリー
雅 ボーダーコリー
ＭＡＨＡＬＯ ボーダーコリー
楓 ストロングアイヘディングドッグ
ＭＯＡＮＡ ボーダーコリー
おうか ボーダーコリー
亜美ちゃん ボーダーコリー
ルカ ラブラドールレトリバー
ココロ ボーダーコリー
ＹＵＩ ボーダーコリー
ベービー ラブラドールレトリバー
Ｊｅａｎ－Ｌｅｅ ボーダーコリー
アールグレイド ボーダーコリー
石松 ボーダーコリー
丈 ボーダーコリー
Ｌｕｔｚ ベルジアンマリノア
ＯＯＰＳ ボーダーコリー
Ｐｒｉｎｃｅｓｓ Ｋｅｙ ボーダーコリー



②2020年ジャパングランプリ一次予選通過犬（対象期間：2019年5月～2020年2月）（順不同）

Chloe ミニチュアシュナウザー
LUCA パピヨン
Miles（マイルス） パピヨン
Rizu ジャックラッセルテリア
あられ ウェルシュコーギーペンブローク
うり実 All Japanese
くまーら トイ プードル
くれあ トイ プードル
じげん パピヨン
とお All Japanese
なせばNARU！ トイ プードル
なつ ジャックラッセルテリア
なる キャバリアキングチャールズスパニエル
はる ウェルシュコーギーペンブローク
ふく トイ プードル
みるく All Japanese
むーらん トイ プードル
もも ジャックラッセルテリア
ゆず トイ プードル
らいむ ミニチュアダックスフント
らずぽん(RAZ） トイ プードル
らんち スコティッシュテリア
りょうま All Japanese
アン ジャックラッセルテリア
エリィ トイ プードル
エリー パピヨン
エヴァンジェリン椿 トイ プードル
クリン ウェルシュコーギーペンブローク
グミ トイ プードル
チュラ トイ プードル
ナイト パピヨン
ナナ ウェルシュコーギーカーディガン
ピカピカ トイ プードル
フレデリック パピヨン
フローレンス 夏蓮 プードル
プイネ キャバリアキングチャールズスパニエル
ベル ジャックラッセルテリア
マイク トイ プードル
マキシマス ジャックラッセルテリア
ムウ ジャックラッセルテリア
モカ トイ プードル
ユウ ジャックラッセルテリア
ライナス ジャックラッセルテリア
ラッキー トイ プードル
ラッキー ジャックラッセルテリア
ラピス トイ プードル
ラファ ジャックラッセルテリア
リード パピヨン



ルディ パピヨン
ルビ キャバリアキングチャールズスパニエル
レノン All Japanese
太一 ポメラニアン
紅 ミニチュアピンシャー
華 パグ
風音 All Japanese
麦 トイ プードル
龍之介 ジャックラッセルテリア
AMI（アミ） ミニチュアシュナウザー
Ivy ミニチュアアメリカンシェパード
Luck トイ プードル
Meria MIX
Sash ミニチュアピンシャー
URIBOO トイ プードル
Vipsania 柴
あくび ビーグル
あんじー シェットランドシープドッグ
かん 柴
ごるご トイ プードル
しんのすけ All Japanese
ちはる シェットランドシープドッグ
エルザ ミニチュアプードル
カラ トイ プードル
コニー ミニチュアプードル
コリン アメリカンコッカースパニエル
シィ シェットランドシープドッグ
ジャン・ケン・ジョニー トイ プードル
スック シェットランドシープドッグ
ヘザーアンジュリーク ムーディ
ミリア シェットランドシープドッグ
ミルキー ミニチュアシュナウザー
モコ トイ プードル
ルナ All Japanese
レモン ミニチュアプードル
太郎 柴
寅次郎 トイ プードル
敦士 トイ プードル
絢太（けんた） ミニチュアピンシャー
ALEX シェットランドシープドッグ
Char-Lee コッカプー
George コッカプー
LANCER（ランサー） All Japanese
Messi（メッシ） シェットランドシープドッグ
MOOSE All Japanese
Qoo（クー） ビーグル
あんず ジャックラッセルテリア
こまさ その他
しずく シェットランドシープドッグ
つき ミディアムプードル



のりお ミニチュアプードル
はな 柴
ぽん 柴
よんとな ミニチュアシュナウザー
りぃず イングリッシュコッカースパニエル
アイル シェットランドシープドッグ
アルーン シェットランドシープドッグ
オセロ ボストンテリア
キャビン ミディアムプードル
クローバー ミディアムプードル
クーダ イングリッシュコッカースパニエル
ケイトリン シェットランドシープドッグ
セリーヌ シェットランドシープドッグ
タク ミディアムプードル
チャド イングリッシュコッカースパニエル
ティベリウス 柴
デール ビーグル
ノワール ミニチュアプードル
ハッピー ミディアムプードル
バンブー ミディアムプードル
ベンジャミン All Japanese
ベンジー ウェルシュテリア
ミリア ミニチュアプードル
リュカ ミディアムプードル
ロン イタリアングレーハウンド
ローズ ボーダーコリー
小次郎 シェットランドシープドッグ
惺夏 シェットランドシープドッグ
時雨 シェットランドシープドッグ
梨杏（りあん） シェットランドシープドッグ
瑠璃（るり） ミディアムプードル
虎太郎 ミニチュアプードル
DEKO オーストラリアンケルピー
ennis（エニス） ボーダーコリー
Suesie（スージー） ボーダーコリー
いなずま ボーダーコリー
えみにー ボーダーコリー
かんな ボーダーコリー
かん太 ボーダーコリー
すず ボーダーコリー
なっちゃん ボーダーコリー
ほたる ボーダーコリー
エナジー ボーダーコリー
クレア ボーダーコリー
ケイティ ボーダーコリー
サクラ ボーダーコリー
ジロー ボーダーコリー
リタ ボーダーコリー
リープ ブリタニースパニエル
優愛華（ゆめか） ボーダーコリー



悠香 ボーダーコリー
苺 ボーダーコリー
里梨（りりん） ボーダーコリー
ECRU ラブラドールレトリバー
NALU（ナルー） ボーダーコリー
Poepazz（ポゥ） ボーダーコリー
SOLA ボーダーコリー
soul sister ボーダーコリー
SUCRE ラブラドールレトリバー
YUI ボーダーコリー
Zoey（ゾーイ） ボーダーコリー
ちあ ストロングアイヘディングドッグ
らんまる ボーダーコリー
アギー ボーダーコリー
ウンピョウ ボーダーコリー
オレオ ボーダーコリー
キャンディ ラブラドールレトリバー
ココロ ボーダーコリー
ジェイワン ブリタニースパニエル
ダリア ボーダーコリー
チップ ボーダーコリー
デイジー アイリッシュテリア
バンビ ボーダーコリー
ラピュタ ボーダーコリー
リュース ボーダーコリー
レイ ボーダーコリー
京 ボーダーコリー
光 ボーダーコリー
出雲 ボーダーコリー
夢 ボーダーコリー
楓 ストロングアイヘディングドッグ
虎狛 All Japanese
鉄Pen ボーダーコリー
鉄平 All Japanese
Jean-Lee ボーダーコリー
Lutz ベルジアンマリノア
MAHALO ボーダーコリー
MOANA ボーダーコリー
Poepazz（ポゥ） ボーダーコリー
SIMBA ボーダーコリー
Tiramisu（ティラミス） ボーダーコリー
ZET ボーダーコリー
おうか ボーダーコリー
くりん ストロングアイヘディングドッグ
じぃーた郎 ボーダーコリー
でーぶ ベルジアンマリノア
ねぎま ボーダーコリー
アールグレイド ボーダーコリー
ウルソン ブリタニースパニエル
オスカー ボーダーコリー



ガンプ ボーダーコリー
サンサーラ ボーダーコリー
シオン ボーダーコリー
スペア・リブ ボーダーコリー
バンビ ボーダーコリー
パディントン ボーダーコリー
フレアー ボーダーコリー
プリマドンナ ボーダーコリー
ベービー ラブラドールレトリバー
ホマレ ボーダーコリー
ルカ ラブラドールレトリバー
丈 ボーダーコリー
亜美ちゃん ボーダーコリー
悟空 ボーダーコリー
石松 ボーダーコリー
陸空（りく） ニュージーランドヘディングドッグ
雅 ボーダーコリー
零 ボーダーコリー


