
ドッグショーのコメント                                                                8 月 26 日 
下記のコメントはマリリンさんが話したことをカレンさんがメモしてくれたものです。 
ショーでは、マリリンさんは犬全体の感じを見てから、部分的にそれぞれのパーツをコメントしています。 
コメントの内容は若干辛らつ（？）なところもあるかと思いますが、あえてオブラートに包まず、そのまま訳

しました。 
なお、一部英文のままになっているところがありますが、ニュアンス的にはわかるのですが、はっきりした回

答が欲しくて問い合わせをしております。 
何分先方もお忙しそうですので、とりあえずわかる範囲でコメントをお伝えします。 
お返事がいただけ次第、またお伝えしたいと思います。 
拙い訳、そして遅くなりましたことをご了承下さい。 
出陳番号 備考 コメント 

1 Baby Dog 頭の形がいい。 
耳がやや重い。 
顔の表情がいい。下あごの状態もいい。 
もう少し脚の形がいいともっと好ましい。 
動きが良い。 
ボディの形もいい。 
尻尾の長さがいい。 
後肢の角度がいい。 

2 Puppy Bitch 歯の状態／咬み合せがいい。 
均整が取れている。 
首の長さがもう少し欲しい。 
若干ボディが短いが背線はいい。 
もう少し前肢の角度が欲しい。 
顔の表情がいいが若干正面からみた幅が広い。 
でん部のラインがいい。 

4  コンディション素晴らしい。 
眼の色がいい。 
頭部のラインがいい。 
マズルがやや長い。 
もう少し首の長さが欲しいが胸の深さがいい。 
後肢の角度がいい。 
尻尾の長さがいい。 
後肢の幅が狭い。 
East/West front 
前肢の伸びが小さい。 
被毛の状態がいい。 

6  コンディションが素晴らしい。 
眼の形と色がいい。 
耳の付き方がいい。 



Lovely planes beautiful expression. 
正面から見た感じがいい。 
ボディの長さもちょうどいい。 
飛節の状態がいい。 
胸がもう少し深いといい。 
歩様がいい。 

8 6 歳 全体のバランスがいい。 
レベルバイト 
もう少し小さめで濃い色の目が好ましい。 
頭の形は悪くない。 
骨量がもう少し欲しい。 
足の形がもう少しいいと良い。 
ひじが外を向いている。 
耳の使い方がいい。 
走っているときの地面の掴み具合がいい。 

9 2 歳 飛節がやや長い。 
咬み合わせはいい。 
水平な頭部の形がいい。 
胸の深さがいい。 
全体のバランスもいい。 
被毛がまっすぐで、手触りもいい。 
後肢が狭い。 
走っているときの地面の掴み具合がいい。 
耳がやや小さいが表現力がいい。 

10 ２歳 
BEST GATED 

歯の数が足りない。 
目の形と色がいい。 
耳がやや重く、両サイドに向いている。 
シャイな気質で触らせない。 
もう少し背が高く、足が長い方が好ましい。 
飛節の状態がいい。 

11 4 歳 もう少し飛節が短い方が好ましい。 
表現力がいい。 
目の形もいい。 
水平な頭部の形がいい。 
ややレベルバイト。 
筋肉がよく付いている。 
被毛がいい。 
全体的にも良い。 
背の高さも良い。 
やや後肢がクローズ気味だが、全体的にはいい。 



12 3 歳 もう少しストップが欲しいが、耳の使い方はいい。 
レベルバイト。 
若干シャイな気質。 
ボディはいい。 
後肢の角度もいい。 
でん部もいい。 
もう少しやさしい表情が好ましい。 
色素の具合はいい。 
被毛もいい。 
後肢が狭い。 

13 4 歳 やや頭が重い。 
咬み合せはいい。 
被毛がシルクタッチ 
全体のバランスはほぼいい。 
でん部のスロープがやや急。 

14 4 歳 
RCD 
BEST HEADED 

表情がいい。 
ストップも頭の形もいい。 
目の色もいい。 
尻尾の位置が若干高い 
もう少し前肢の角度があるといい。 
シャイな気質 
尻尾がもう少し長いと好ましい。 
飛節の状態がいい。 
ボディがやや短い。 
後肢がやや狭い。 
被毛が豊か。 
非常によい状態で美しい。 

15 4 歳 とても良いレッドの毛色。 
色素の具合もいい。 
頭蓋後部がやや長い。 
後肢がわずかに長い。 
胸の深さがいい。 
ほぼ完璧なバランス。 
やや飛節が長い。 
被毛が素晴らしい。 
横から見る歩様がいい。 
正面から見るとひじが外を向いてやや開いている。 

16 6 歳 青い眼 
色素の具合がいい。 
ストップもいい。 



耳がいい。 
やや上腕が短い。 
ボディもいい。 
でん部のスロープがやや急。 
全体の雰囲気がいい。 
後肢もいい。 
前からの見る歩様と、後ろから見る歩様ともすばらしい。 
歩幅がやや小さい。 

17 ４歳 もう少し濃い目の色が好ましい。 
咬みあわせがいい。 
ストップがもう少し欲しい。 
首が短い。 
前肢の角度がもう少し欲しい。 
被毛は素晴らしい。 
耳の付き方もいい。 
正面から見ると、やや幅が広い。 
表情がいい。 

18 Reserve 
Challenge Bitch 

全体的に素晴らしい。 
表情も楽しげ。 
咬み合せもいい。 
水平な頭部の形がいい。 
耳の付き具合がいい。 
正面の姿がいい。 
ボディの長さもちょうどいい。 
足もいい。 
横から見る歩様が素晴らしい。 

19 ほぼ 2 歳 被毛が少ないが、夏なので問題なし。 
目の色がいい。 
咬み合せもいい。 
全体的にいい。 
プロポーションが素晴らしく、背線もいい。 
表情がいい。 
動きがなめらか。 

20 6 歳 好ましい頭の形。 
もう少しストップが欲しい。 
全体の雰囲気は良い。 
バランスも素晴らしい。 
自由な動きがいい。 

21 3 歳 下あごがいい。 
ストップもいい。 



もう少し後肢の角度が欲しい。 
後ろから見た感じがいい。 
ボディの長さがいい。 

22 ３歳 
Best Challenge 
Best Gaited 

非常にバランスがいい。 
レベルバイト。 
夏毛もオーバーコートも状態がいい。 
表情もいい。 
アップダウンの動きが素晴らしい。 
美しい。 

23 3 歳 
Best Headed 

バランスがいい。 
後肢の角度がいい。 
頭の形もいいし、耳の付き方や、眼もいい。 
ほんのわずかにボディが短い。 
素晴らしい。 
美しいレッド。 

24 7 歳 バランスがいい。 
やや飛節が長い。 
表情が非常にいい。 
眼の色がいい。 
下あごの具合がいい。 
もう少し首の長さが欲しい。 
上腕がやや急。 
耳の動かし方がいい。 

25 6 歳 バランスがいい。 
首の長さがちょうどいい。 
表情がいい。 
背線もいい。 
胸の深さが素晴らしい。 
全体によくバランスがとれている。 
耳の位置がいい。 
Slightly steep upper arm 

26 5 歳 色素がちょうどいい。 
美しいレッドの被毛。 
咬み合せがいい。 
水平な頭部の形がいい。 
首がやや短い。 
尻尾の長さがいい。 
筋肉もちょうどよくついている。 
胸がもう少し深いと好ましい。 
耳の動きと表情がいい。 



27 6 歳 ややレッドの色が薄い。 
もう少し色素が必要。 
表情がいい。 
ボディがやや短い。 
夏毛の状態がいい。 

29 4 歳 全体のバランスがいい。 
もう少し骨量があった方がいい。 
咬み合せはいい。 
首がやや短い。 
尻尾の長さがいい。 
耳の使い方がいい。 

 


