
一般社団法人ジャパンケネルクラブ社員名簿（2022年７月１日現在）

北　海　道ブロック協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北海道　東クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

釧路オールケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

帯広全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北見ケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

旭川愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

旭川ダンディードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北海道東オールブリードクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北海道東秋田犬友クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北海道東セレンディピティケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北海道東マオイファミリードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北海道東ランコントルコンパニオン＆トイドッググループクラブ　　　　　　　　　　　

北海道　西クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北海道西札幌第二愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

札幌西フロンティア犬友クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

小樽ハピネスドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北海道西プードルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北海道西ライラックファミリードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北海道西シーサイドアジリティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

札幌西ウィズドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

札幌西ビーグルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北海道西札幌フリーダムドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北海道西ポメラニアンクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北海道西ベルジェ第１グループドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北海道西プロキオントレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北海道西アジリティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北海道西シェットランド・シープドッグ愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　

北海道西札幌全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北海道　南クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

札幌南オールドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

札幌南リバティドッグスクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

札幌南ウイングドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

札幌南スズランドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北海道南トレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北海道南札幌アジリティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

苫小牧犬友クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

函館新巴犬友クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北海道いぶりブリーダーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

函館ユートピアドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北海道南柴犬友クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

札幌南ヤングアニバーサリードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東　　　北ブロック協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

青　森　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

青森全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

八戸愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

青森ドッグファミリークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

八戸シーサイドケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

青森ケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岩　手　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岩手不来方愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岩手南愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岩手むらさき愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岩手青年愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岩手愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岩手ドッグフレンドクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宮　城　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

仙台ケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宮城県河北愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

仙台スタイリッシュドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

仙台全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宮城県みちのくダックスフンドクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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塩釜オールブリーダーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

仙台全犬種トレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宮城愛犬トレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

仙台フォレストケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宮城県南三陸犬友クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

仙台北ダックスフンドクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宮城サウスオールドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

白石全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

仙台ユースドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

仙台ドゴ・アルヘンティーノクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

秋　田　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

秋田市ケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

秋田愛犬ファミリークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

横手愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

秋田北全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

秋田中央こまち愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

秋田ロイヤルドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山　形　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

酒田ラブリードッグズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形プレシャスドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形中央ケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形カントリードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形ロイヤルケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福　島　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福島愛犬ブリーダーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福島県郡山愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福島県原町愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福島県相馬犬友クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡山愛犬ファミリークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

会津若松全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福島プラチナドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福島ドッグフレンドクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福島ウィットダックスフンドクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福島愛犬トレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北　関　東ブロック協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

栃　木　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

栃木県宇都宮犬友クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宇都宮愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宇都宮愛犬婦人クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

栃木県那須全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

栃木県小山愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宇都宮中央愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

栃木トレーナーズ全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

栃木シティ・ドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

黒磯シェルティーファンシャーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

那須プレシャスショードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

足利ロイヤル愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

栃木犬友クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

栃木県南全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宇都宮ドッグコミュニティクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

栃木ユニオン全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

栃木サモエドクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

那須セルティックテリアグループクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

群　馬　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

桐生全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

群馬県大利根愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

群馬中央ゴールドドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

群馬中央コミュニティードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

前橋ドッグファミリークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

群馬県ドーベルマンクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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群馬県上毛ケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

前橋ヤングマン愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

群馬県国定ドッグフレンドクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

群馬県東モダンオールブリードクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

群馬県赤城スター愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高崎アイ・ドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

群馬東愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

館林第一ケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

伊勢崎フレンドリー愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

桐生みどり愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

西群馬愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東群馬トレーナーズ全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

群馬中央レディースドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

群馬県藤岡愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

群馬中央パワーズドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

群馬中央アドバンスドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

前橋城東愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

群馬中央プードルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

太田ブリーダーズ愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

群馬ラブラドール・レトリーバークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

群馬ペットライフパートナーズ愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

群馬フレンチブルドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

群馬エクセレントドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

群馬柴犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

茨　城　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

茨城県古河愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

茨城県取手愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

茨城東犬友クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

いばらき中央ケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

いばらき筑波ドッグファミリークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

茨城石下愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

水戸エクセレントブリーダーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

茨城ダックスフンドクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

茨城セントラル愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石岡ドッグファンシャーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

茨城南セントラルドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

茨城鹿行愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

茨城南ファミリー犬友クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

茨城城北フレンドリードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

茨城グレート・デーンファンシャーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

茨城オフィシャルドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

茨城全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

茨城ブルドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

笠間ジョイナスアジリティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

水戸フェリクスドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

茨城プラチナゴールデン・レトリーバークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

茨城鉾田チワワクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

茨城西トレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

常陸國國府愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千　　　葉ブロック協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千　葉　東クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉ニュー茂原愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉県鴨川愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉県市原犬友クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

富里ボクサークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉東パピヨンクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉東スーパードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉東トップシップドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

富里フレンチブルドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉東ファミリープードルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

内房愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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千葉東ザ・ボーダー・コリークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉東国犬狆クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉東ショードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉東ヨークシャーテリアクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉東オールブリードクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉東ファミリードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉東ドッグファンシャーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉東クラッシードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉東ドッグリゾートクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉東ベイシティードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市原ワンライフトレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉東ハイランドケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市原ミニチュア・ピンシャークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市原バーニーズ・マウンテン・ドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉東ベイ・ザ・ムーン・シベリアン・ハスキークラブ　　　　　　　　　　　　　　　

千葉東柴犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉東日本テリアクラブ

千　葉　西クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉西京葉ケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉西愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉西セントラル犬友クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉西マリンシティブリーダーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉西ファースト全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉西ニューオールブリード愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉西ダンテ・プードルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉西プリティ愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉西ルートシックスティーン愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉西ウェルシュコーギー・ペンブローククラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉西ボストンテリアクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

佐倉チワワクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉西ワイズダックスフンドクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千　葉　北クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉北中央ケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

柏愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉北ケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉北北総愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉北ジャーマン・シェパード・ドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

松戸ボクサークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

成田エクセレントドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉北アップアップアジリティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉北オールブリードクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

成田愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉北あやめ愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉北スカイドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉北シェルティクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉北トレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉北タータンテリアグループクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼　　　玉ブロック協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼　玉　東クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉東シティ愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉東トレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉東ハーティーファミリードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉東オールドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉春日部オールブリードクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉東愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川口愛犬家クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉東ドッグファミリークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉春日部愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉東コンパニオンドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

彩の国埼玉東ＡＫＩＴＡクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉東チワワキッズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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埼玉東みさとエンジェルオールブリードクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉東第一愛犬家クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉東ダックスフンドクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼　玉　西クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉西初雁犬友クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉西全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉西ハニープードルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉西オ－ルブリ－ドクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉西ハッピーライフケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉西ワイルドケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉西富士見ファミリードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉西ウィズトレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉西ピュアドッグファンシャーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉西シャルムトレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉西ブリーダーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

狭山の丘トレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉西城北愛犬トレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉西エンジョイドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉西グッドショードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉西トップドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼　玉　北クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉深谷愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉北フラワーシティドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉北シャイニングドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉北全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉北ドッグフレンドクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉北都幾川愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉北ジャ－マンシェパ－ドドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

彩の国埼玉北スペシャルドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉北ドゥーアジリティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉北愛犬オーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉北クルーガーフントクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉北デラックスマルチーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉北ビーグルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉北アメリカン・コッカー・スパニエルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉北ドッグダンスクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東　　　京ブロック協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東　京　東クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京城東愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京隅田愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京東ドッグファミリークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京墨東全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京東オールダックスフンドクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京東ヨークシャーテリアクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京東オール愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京東ジュエルドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京東シベリアンハスキークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京東プレシャスドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京東アドバンスミニチュアシュナウザークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京東ドッグソサエティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京東ＤＸヨークシャーテリアクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京東チワワファミリークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京東プードルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京東江東愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京東マルチーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京東ホワイト・スイス・シェパード・ドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　

東　京　西クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京城西全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京西プードルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京西セピア全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京西アメリカンコッカースパニエルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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東京西ドッグメイツクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京渋谷愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京西シェルティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京西サンライトドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京西大宮八幡愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京西犬友クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京西スプレンディッドサルーキクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京西高円寺愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東　京　南クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京城南全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京南中央愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

首都南ポメラニアンクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京南ペキニーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京南シェルティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京南ブルドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京南スコッチテリアクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京南モダン愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京南プードルブリーダーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京南山手愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京南サルーキズファミリークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京南ラブラドールレトリーバークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京南ゴールデンレトリーバークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京南リトル愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京南ダンディー愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京南アイリッシュセタークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京南オールシーズンドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京南イタリアン・グレーハウンドクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京南ショードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京南桜愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京南成城オールブリードクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京南パピヨンクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京南神田愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京南ドッグオーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東　京　北クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京北全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京京北ケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京北テリアグループクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京北ヨークシャーテリアクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京北モダンシーズークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京北コンパニオンドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京北プードルバラエティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京北サンライトドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京北ビッグフレンドドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京北スペシャルマルチーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京北ダックスフンドクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京北ロイヤルジャック・ラッセル・テリアクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京北サルーキクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京北ピュアプードルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京北ウインズボルゾイクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京北グレート・デーンクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京北ドッグファンシャーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京北第９グループドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京北パピヨンクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京北スペシャルドッググルーマーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東　京都下クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京武蔵野愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

都下八南愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京西多摩オールブリードクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

都下京王愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

都下中央愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

都下オリンピアファミリードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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都下東京ボクサークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

都下ボクサー愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

都下ドッグファンシークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京三多摩愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三多摩ダックスフンドファンシャーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

都下ドッグコミュニティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都下ジャーマンシェパードドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都下アジリティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

都下吉祥寺オールドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都下パグフレンドクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都下ボーダー・コリークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都下プレミアムドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都下パピヨンクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都下ペットファンシャーズドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京八王子アメリカン・コッカー・スパニエルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都下フラットコーテッド・レトリーバークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都下プチプードルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神　奈　川ブロック協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

横　　　浜クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

横浜ベイブリッヂ愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

横浜港都愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

横浜ドッグファンシャーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

横浜ポメラニアンクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ヨコハマベイサイドドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

横浜オールドイングリッシュシープドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ヨコハマドッグフレンズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

横浜港北愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

横浜ロングライフ愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

横浜ジャーマン・シェパード・ドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

横浜全犬種トレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ヨコハマチワワクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

横浜アジリティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

横浜中央トレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

横浜プードルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川　　　崎クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川崎ドッグメイツクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川崎国道２４６号愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川崎みどり愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川崎家庭犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川崎京浜ビションフリーゼクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川崎ユース犬友クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川崎ショードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川崎ゴーゴードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川崎パピヨンクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川崎オールケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川崎全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川崎第９グループドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川崎ゴーゴーピンキープードルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川崎コンパニオン＆トイドッググループクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神奈川　北クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

相模愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

相州愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大和中央愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

相模北ドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神奈川北グレートピレニーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神奈川北ダックスフンドクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神奈川北スーパードッグトレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神奈川北メリーレッグスアジリティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

相模湖ケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神奈川北ブリーダーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神奈川北全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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神奈川北プードルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

座間オールブリードクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神奈川湘南クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

横須賀全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三浦愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

湘南葉山愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

横須賀中央愛犬アジリティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

湘南ポメラニアンクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鎌倉トータルドッグトレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ヨコスカマリンブルーアジリティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

横須賀オールブリードクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

湘南ドッグコミュニティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

湘南ダックスフンドクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

湘南ミニチュア・シュナウザークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

湘南ラフ・コリークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

横須賀マルチーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神奈川南クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平塚愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神奈川南ニューセンチュリードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神奈川南ドッグファンシャーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神奈川南ポメラニアンクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

小田原シーサイドドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神奈川南ジャーマンシェパードドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神奈川南全犬種トレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神奈川南シェットランド・シープドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神奈川南ドッグフレンズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神奈川南シーサイド全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神奈川南銀座愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神奈川南愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神奈川南オールブリードクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北陸甲信越ブロック協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山　梨　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

甲府ケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山梨県全犬種トレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山梨シベリアンハスキークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山梨東ドッグコミュニケイトアニーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山梨ドッグフレンズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山梨八ヶ岳バーニーズ・マウンテン・ドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　

長　野　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

長野愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

信濃愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

松本城下ファンシードギィクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

長野シェルティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

伊那愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

松本全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上田浅間ワンズ愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

飯田ケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

長野カントリーケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

信州八ヶ岳アジリティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新　潟　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新潟中央全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新潟ケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上越ドギィクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

佐渡中央全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新潟アジリティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新潟シティードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新潟ロイヤルドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三条アジリティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

越後第一ドギークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

富　山　県クラブ地区連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

富山オールブリードクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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富山ドリームドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

富山エクセレント愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石　川　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

加南愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

金沢全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県シェパード犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

金沢オールブリードクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川トレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

能登愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

金沢アジリティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中　　　部ブロック協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

静　岡　東クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

静岡東中央犬友クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

沼津愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大富士愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

静岡城東犬友クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

静岡東全犬種トレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

静岡東プードルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

静岡東コレクションドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

静岡東サイトハウンドグループクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

富士ドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

静岡東コンパニオン・ドッグ＆トイ・ドッググループクラブ　　　　　　　　　　　　　

静岡東アジリティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

静岡東全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

御殿場中央愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

富士宮オールブリードクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

富士プードルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

駿河富士全犬種トレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

御殿場第８グループドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

伊豆第９グループドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

静　岡　西クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

湖西愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

静岡西部愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

浜松愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

志太愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

浜松中央愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

島田青年愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

静岡西あけぼの愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

静岡西ファミリードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

静岡西ダックスフンドクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

静岡西ショードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

浜松北ドッグファームクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

静岡西インターテリアグループクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

静岡西柴犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

愛　知　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

名古屋ケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

名古屋全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

名古屋北千種全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

名古屋ブリーディングクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三河愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

トヨタ全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

名古屋オールブリードクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

名古屋ロータリーケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

愛知豊橋ドッグファミリークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ミカワ全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

愛知県北オールブリードクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

愛知キャッスルドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

愛知ジャーマンシェパードドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

名古屋名東愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

名古屋セントラルケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

愛知県知多中央全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

9/16



一般社団法人ジャパンケネルクラブ社員名簿（2022年７月１日現在）

愛知中央ドッグファミリークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

愛知小牧愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

愛知ロイヤルトレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

西名古屋ベリー愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

愛知プチプードルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新城オールブリーダーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

愛知フォレストオールブリードクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

愛知東海全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

愛知県春日井愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

愛知ダックスフンドクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

愛知第２グループドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

愛知フレンチ・ブルドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岐　阜　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岐阜愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岐阜南愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岐阜レトリーバー，フラッシングドッグ＆ウォータードッグクラブ　　　　　　　　　　

岐阜東濃愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岐阜長良川愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岐阜ラブラドールレトリーバークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岐阜トレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岐阜愛玩犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岐阜西濃ブリーダーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岐阜友愛愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岐阜アジリティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岐阜モデルドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岐阜ペットコンシェルジュドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岐阜ビション・フリーゼクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三　重　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三重県南勢愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

四日市全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三重松阪愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

四日市オールドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三重レディースブリーダーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三重センセーション愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三重名張愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三重中勢愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三重県全犬種トレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三重中央チワワクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

伊賀ベストドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

勢州プロドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

近　　　畿ブロック協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福　井　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井中央愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

敦賀全犬種ファミリークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井フェニックスケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県奥越愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井ウォータードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

和歌山県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

和歌山愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

和歌山伏虎全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

和歌山全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

和歌山トレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

和歌山サウス全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

奈　良　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

奈良全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

奈良愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

奈良中央愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

生駒ダイヤモンド愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

奈良トレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

生駒ラブラドールレトリーバークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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奈良ドリーム愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

滋　賀　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大津愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

びわこ愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

滋賀県中央愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

滋賀全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

滋賀オールブリードクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

滋賀オールドッグトレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

彦根イースタン琵琶愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

滋賀湖東愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

滋賀県パグファミリークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

滋賀県甲賀全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

京　都　府クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

京都中央愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

京都マックアジリティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

京都洛南愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

京都愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

京都洛西全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

京都愛犬フレンズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

京都イナリドッグファンシャーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

京都西今出川愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

京都長岡京トレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

京都アジリティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

京都ノースウェルオールドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

京都マジェスティアフガンハウンドクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

京都ラブラドール・レトリーバークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

京都京洛トレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

京都ピュアドッグ愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

京都プードルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

京都トレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

京都山城愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

京都ドッグエデュケーションクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

兵　庫　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神戸須磨犬友クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神戸中央愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

姫路ロイヤルコンパニオンドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

兵庫県姫路播州愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

兵庫県淡路愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

姫路西部愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神戸甲南全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

姫路犬友クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神戸ケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

加古川オールブリードクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

明石中央愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神戸ユーアイドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神戸市北犬友クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神戸三木ファミリー愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

兵庫県川西全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

兵庫神明愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

西宮ジャーマンシェパードドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

兵庫オールドッグトレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

兵庫県トレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

兵庫ブルドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

兵庫ダックスフンドクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

兵庫ベイサイドダックスフンドクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神戸サンヨウラーニングオブドッグスクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

兵庫県中部愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神戸フィールオールドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

明石スマイルファミリードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神戸関西ロイヤルドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

兵庫ホワイトスイスシェパードドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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神戸ラフ・コリークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神戸六甲ドッグファンシャーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神戸スピッツ＆プリミティブ・タイプグループクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　

大　　　阪ブロック協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大　阪　東クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪東ハッピー愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪東北河内愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪東ワンダフルケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪東八尾愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東大阪市ミクリヤ愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪東ビューティフルドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪東枚方愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪東モダンマルチーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪東ピースフルケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪東ラークスパードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪東アジリティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪東オールブリードクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪東関西全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪東アンジェリークドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪東ラブ＆ピースドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東大阪ロゼッタフレンチ・ブルドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大　阪　西クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪阿倍野全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪西日本橋全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪帝塚山ケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪西愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪西ダイナース愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪西フェイマスドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪西トビタ愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪西秋田犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪西ウィンドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪西部オールケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪西ナンバビューティードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪西ダックスフンドクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪西ワンズドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪西ナンバプードルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪西ピース＆スマイルアジリティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪西福音ケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪西ボーダー・コリークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大　阪　南クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪南堺オールブリードクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪南ベストフェイス全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪南ウインプードルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪南ショードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪南ニュードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪南戎全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪南フィールシュパースアジリティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪南アメリカン・コッカー・スパニエルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪南ラブリードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪南堺北全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪南三国愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪南河内オールケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪南柴犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪南シェイクドッグダンスクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大　阪　北クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪北摂愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪北マスターケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪北レディス愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪北シベリアンハスキークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪北メイプルファミリードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪北ブルドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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大阪北チェリーブロッサムドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪北シェットランド・シープドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪北トレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪北高槻愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪北ライオンズ愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪北ワンズユニティアジリティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中　　　国ブロック協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岡　山　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岡山中央愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岡山県光南台全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

倉敷全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岡山市愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

津山愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岡山県ミニチュアシュナウザークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岡山全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

倉敷愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岡山県ダックスフンドクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岡山県玉野愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岡山北美作ドッグファンシャーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岡山桃太郎愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岡山トレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岡山県西部全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岡山ケネルワンクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岡山ボーダー・コリークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岡山サイトハウンドグループクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

倉敷ファミリードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岡山プードルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岡山シェットランド・シープドッグアイランドクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　

広　島　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

広島中央愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

広島全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

広島安芸愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福山愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

広島チワワ愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

広島アイドルドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

広島県尾道愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福山中央愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三原フレッシュ犬友クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福山リーデンローズドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

広島ルイスファンシャーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

広島トレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

広島レジェンド愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

広島フレンチ・ブルドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

広島中央フレンチ・ブルドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

広島パグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福山さざなみ柴犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山　口　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山口ブリーダーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宇部愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

下関全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山口西京ファミリードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岩国愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山口県西部ドッグメイトアジリティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山口ベストオブチワワクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宇部全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山口中央トレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岩国ドッグラバーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

周南わんわん愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山口ジャーマン・シェパード・ドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

島　根　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

出雲愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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島根くにびき愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

松江愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

島根宍道湖愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

出雲縁結び愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鳥　取　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鳥取県美保犬友クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鳥取愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

米子愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

米子シティーショードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

米子ドッグファンシャークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

四　　　国ブロック協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

香　川　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高松西全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

観音寺全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

香川県善通寺愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高松エレガンス愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

丸亀ファミリードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

坂出中央愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

香川国分寺愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

香川フレンチブルドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

香川県観音寺愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

さぬき市ドッグファンシャーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高松塩屋わんわん愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高松ベルチワワクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高松プードルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

丸亀愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

愛　媛　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

愛媛県伊予愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

松山中央愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

愛媛県中予ドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

今治来島愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

松山東愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

松山フレンド愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

愛媛ドッグトレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

愛媛県東予ベストファミリー愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

松山愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

松山キャッスルドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

徳　島　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

徳島ファンシャーズドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

徳島中央愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

徳島北ドッグスポーツＴＲクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

徳島西部愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

徳島フレンドドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

徳島ドリームドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

徳島ホワイトスイスシェパードドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

阿波ゴールドスターケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

徳島シャイネンドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

阿波うずしお愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

徳島ブルドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

阿波ブルースカイドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高　知　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高知中央愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高知ドッグファミリークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高知トレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高知プリティードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高知中央アジリティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高知プードルファンシャークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

九　　　州ブロック協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福　岡　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福岡全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福岡県三池犬友クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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久留米犬友クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

筑後愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福岡オールドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福岡県甘木朝倉愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

久留米中央愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福岡中央愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福岡中央全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宗像愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福岡サンシャインケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

八女ウィラブドッグファミリークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

久留米東オールドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

筑後川ドッグファミリークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福岡アペックスアジリティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福岡フロンティアトレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福岡西愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福岡ミニチュア・シュナウザーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福岡サンシャイン全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福岡サンシャインプードルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福岡柴犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福岡東ショードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福岡トップディレクションドッグスクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福岡ビクトリードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福岡ノーフォークテリアクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

博多愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福岡矢部川ファミリードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

糸島ウトピーケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北　九　州クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北九州愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北九州中央愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

飯塚愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

関門愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

飯塚中央愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北九州パグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北九州マルチーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北九州八幡西愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北九州シェパード犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北九州リターンズ愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北九州門司港レトロ愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北九州小倉南愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北九州ドッグスポーツトレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北九州ウインズドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

嘉穂愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北九州筑豊愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北九州ベストオブチワワクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

佐　賀　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

佐賀吉野ケ里愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

佐賀県有田愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

佐賀若楠愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

佐賀愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

佐賀オールブリードクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

佐賀中央ブルドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

長　崎　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

長崎犬友クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

島原全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

長崎県諫早愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

長崎西ファミリードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

佐世保レディースブリーダークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

長崎ケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

長崎ウィズワンアジリティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

熊　本　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

熊本中央愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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熊本市ショードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

熊本武蔵愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

熊本全犬種トレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

肥後熊本お犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

熊本サンシャイン全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

熊本キャッスル愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

火の国熊本お犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

肥後グランシアントレーナーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

八代ファミリードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大　分　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大分別府中央愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大分県別府レディース愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大分県大分全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大分ブリーダーズ愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大分県豊後オール愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大分ケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大分アメリカン・コッカー・スパニエルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大分県別府スパドッグファンシャークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宮　崎　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宮崎愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日向ドッグファンシャーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宮崎ドッグファンシャーズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宮崎県北霧島ショードッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宮崎サウスコーストドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宮崎中央ドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宮崎ケネルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宮崎パラダイスドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宮崎美犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宮崎フェニックスドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鹿児島県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鹿児島家庭犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鹿児島セントラルドッグクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鹿児島全犬種クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

薩摩おごじょ愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鹿児島プードルクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

沖　縄　県クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

沖縄愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

那覇愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

沖縄県島尻愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

沖縄県中頭愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

沖縄アジリティークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

沖縄南部エトワール愛犬クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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