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競技会に関する
お問い合わせは 日本フリスビードッグ協会　TEL.025-280-1256

10月9日（土） ～ 11日（月･祝）
 競技開始 8：00／雨天決行

日時

川口運動公園 野球場特設会場
（長岡市川口中山 2281-1）

場所



1年間を通じて､全国各地で開催されるフリスビードッグ公式戦。

熾烈きわまりない 2010 年度シリーズを戦いぬき、その中で
獲得したポイントのランキング上位者のみに出場権が与えら
れる、日本一決定戦。

フリスビードッグプレーヤーなら、誰もが憧れる、最高峰の
競技会、それが、『JAPAN FINAL』なのです。
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　1994 年協会発足以来、17 回目を迎える事となりました『ジャパンファイナル』に、

見事ノミネートを手にされた選手の皆さん、おめでとうございます。

　例年に比べおよそ１カ月間短い 10 ヶ月間の予選会、猛暑に悩まされながらも全国

の開催地に多数のご参加ありがとうございました。

　今回の JFA第 17 回ジャパンファイナルは「遊休地利用による地域活性化協議事業」

のトライアルとして、遊休地利用による地域活性化協議会様との共催にて行われる、

大変名誉な大会になりました。

　当協会と致しましても、JFA本部を置く新潟県では８年ぶりとなる開催、

開催地である長岡市はもとより多数の後援、ご協賛、ご協力のもと、スタッ

フ一同、力の入ったジャパンファイナルとなりました。

　選手の皆さんにとって、この３日間が、悔いのないゲームになることを

期待いたします。

　最後になりますが、名実ともに世界一の規模と組織となりました

日本フリスビードッグ協会をご支援頂きありがとうございました。

　また、年間を通してご協力いただいた協賛スポンサー各社様にも、

心よりお礼申し上げます。

　　　2010 年 10 月吉日

日本フリスビードッグ協会
本部事務局スタッフ一同
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開 催 日 ● 2010年10月9日（土） ～ 11日（月･祝）

会　　場 ● 川口運動公園 野球場特設会場（長岡市川口中山2281-1）

共　　催 ● 日本フリスビードッグ協会／遊休地利用による地域活性化協議会

後　　援 ● 新潟県長岡地域振興局／長岡市／長岡市教育委員会

特別協賛 ● コニカミノルタNC株式会社／デビフペット株式会社

協　　賛 ● ニッケペットケア株式会社／ネスレ日本株式会社 ネスレ ピュリナ ペットケア
　　　　　　株式会社ティー・クリエーション／ブラックウッドジャパンコーポレイション
　　　　　　dog life Paw／有限会社 谷尾興産／有限会社 神戸工房

特別協力 ● 社団法人 中越防災安全推進機構／株式会社 新潟フジカラー
　　　　　　道の駅えちご川口 あぐりの里

History of Japan Final
歴代チャンピオンおよび開催地一覧

第11回
（2004）

第12回
（2005）

第13回
（2006）

第14回
（2007）

三重県 『上野市運動公園野球場』

　　森 稔之 ＆ MISIA （神奈川県 / ボーダーコリー）

　　早川 利幸 ＆ BEAT （千葉県 / ボーダーコリー）

　　青柳 愛佳 ＆ スヌーピー （北海道 /ボーダーコリー）

GRAND

FREE

LADIES

SMALL

愛知県 『金城埠頭中央緑地』

　　間 禎永 ＆ Grass （福岡県 / ボーダーコリー）

　　林 康男 ＆ 愛鈴 （静岡県 / ラブラドール）

　　田口 佳奈 ＆ LUKE （岡山県 / ボーダーコリー）

　　上田 昌二 ＆ ルナ （兵庫県 / ジャックラッセル）

GRAND

FREE

LADIES

SMALL

茨城県 『水戸市立競技場』

　　福本 義裕 ＆ ミニョン （茨城県 / ボーダーコリー）

　　友広 祐也 ＆ JET （北海道 / ボーダーコリー）

　　平岩 砂也子 ＆ スカリー （群馬県 /ボーダーコリー）

　　溝尾 雅広 ＆ エリス （広島県 /W コーギー）

GRAND

FREE

LADIES

SMALL

兵庫県 『播磨科学公園都市』

　　高橋 毅一 ＆ vogue （神奈川県 / ボーダーコリー）

　　高坂 健一 ＆ Bond （神奈川県 / ラブラドール）

　　福本 紗良 ＆ ミニョン （茨城県 /ボーダーコリー）

　　藤田 篤 ＆ Sakura （兵庫県 / ジャックラッセル）

GRAND

FREE

LADIES

第15回
（2008）

SMALL

三重県 『上野運動公園 野球場』

　　西山 哲也 ＆ サリー （兵庫県 / ボーダーコリー）

　　友広 祐也 ＆ JET （北海道 / ボーダーコリー）

　　須貝 ひとみ ＆ Lien （岐阜県 / ボーダーコリー）

　　三崎 彰午 ＆ ミュウ  （和歌山県 /W コーギー）

GRAND

FREE

LADIES

第1回
（1994）

第２回
（1995）

第3回
（1996）

第４回
（1997）

第5回
（1998）

第6回
（1999）

第7回
（2000）

第8回
（2001）

第10回
（2003）

第9回
（2002）

千葉県 『成田ゆめ牧場』 （発足記念大会につきノミネートなし）

　　東 治彦 ＆ ジョゼ （東京都 / スタンプー）GRAND

千葉県 『幕張海岸公園芝生広場』

　　山城 一男 ＆ チャンプ （京都府 / ボーダーコリー）GRAND

東京都 『日産厚生苑グランド』

　　塘田 健治 ＆ キャップ （熊本県 / ラブラドール）GRAND

東京都 『豊洲東京ガス所有広場』

　　斉藤 寛進 ＆ エリーゼ （静岡県 / ボーダーコリー）GRAND

東京都 『台場』

　　高木 建治 ＆ 春 （京都府 / ラブラドール）GRAND

千葉県 『浦安総合運動公園』

　　小林 昭夫 ＆ メイ （神奈川県 / ゴールデン）GRAND

兵庫県 『神戸市ポートアイランド芝生広場』

　　飛弾野 文泰 ＆ ラン （北海道 / ボーダーコリー）

　　塚崎 誠次 ＆ モネ （京都府 /G シェパード）

GRAND

FREE

新潟県 『島見緑地公園』

　　早川 利幸 ＆ BEAT （千葉県 / ボーダーコリー）

　　高坂 健一 ＆ Mousse （神奈川県 / ラブラドール）

　　野呂瀬さゆり ＆ プリエ （神奈川県 / ボーダーコリー）

GRAND

FREE

LADIES

兵庫県 『Yahoo! BB スタジアム』

　　今村 英喜 ＆ WEED （熊本県 / ウィペット）

　　早川 利幸 ＆ BEAT （千葉県 / ボーダーコリー）

　　田口 佳奈 ＆ SENNA （岡山県 /ボーダーコリー）

GRAND

FREE

LADIES

新潟県 『美咲町芝生広場』

　　井上 弘之 ＆ ゆふ （東京都 / ボーダーコリー）

　　高坂 健一 ＆ Mousse （神奈川県 / ラブラドール）
　　　　※悪天候のため神戸市ポートアイランドで後日開催

　　田口 佳奈 ＆ SENNA （岡山県 / ボーダーコリー）

GRAND

FREE

LADIES

第16回
（2009）

SMALL

山梨県 『富士北麓公園 球技場』

　　榊原 龍也 ＆ 珊瑚 （埼玉県 / ラブラドール）

　　澤 幹子 ＆ 綺羅 （大阪府 / ボーダーコリー）

　　古野 智子 ＆ schumacher （兵庫県 /ボーダーコリー）

　　加藤 宣文 ＆ なな  （埼玉県 / ミックス）

GRAND

FREE

LADIES

GRAND FREE LADIES SMALLグランドチャンピオン フリーフライトチャンピオン レディースチャンピオン スモールドッグチャンピオン
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ディスタンス

フリスビードッグの代表的競技。みなさんがよく目にされるカテゴリー
であり､また、最も「挑戦してみよう」と思われるカテゴリーではない
かと思います。

1枚のフリスビーを投げ、犬がキャッチし、持ち帰ればポイント確定。
決められた時間内の合計ポイントを競います。

スタートラインから犬がキャッチした地点までの距離によってポイン
トが定められており、距離が長いほど高ポイント。また、犬がジャン
プしてキャッチすれば､さらにポイントが加算されます。

フリーフライト

５～7枚のフリスビーを使用し、音楽に合わせてさまざまなトリックを
駆使した演技の、難易度や美しさなどを競う“フリー演技 ”で、技の
成功率・完成度、難易度、ショーマンシップ、ジャンプなどの基準を
審査します。

テクニックを駆使したトリックスローや、ダイナミックでアクロバ
ティックなジャンプやキャッチ、ディスタンス競技とは一味違う華や
かさが見物です。

●●●●●●●● 『JAPAN FIANL2010』で開催する競技は、2 つのカテゴリーに分けられます。開 催 競 技 

コニカミノルタNC杯2010 ユースオープンの部・シニアドッグの部・ペアの部

Aコート

Bコート

10月9日(土)

 7:40 選手受付

 8:15 ノミネート選手スタンバイ

 8:35 選手入場・メダル授与式・ユースオープン優勝旗返還

 9:00 開会式

 9:30 シニアドッグの部 予選　第１ラウンド

10:20 ペアの部 予選　第１ラウンド（第１ピリオド）

  ペアの部 予選　第１ラウンド（第２ピリオド）

11:25 コニカミノルタNC杯2010 ユースオープンの部 予選　第２ラウンド（第１ピリオド）

12:15 コニカミノルタNC杯2010 ユースオープンの部 予選　第２ラウンド（第２ピリオド）

13:05 コニカミノルタNC杯2010 ユースオープンの部 予選　第２ラウンド（第３ピリオド）

13:55 コニカミノルタNC杯2010 ユースオープンの部 予選　第２ラウンド（第４ピリオド）

14:45 シニアドッグの部 決勝ラウンド（５チーム）

 ペアの部 決勝ラウンド（５チーム）

 コニカミノルタNC杯2010 ユースオープンの部 決勝ラウンド（３都道府県）

16:00 表彰式・閉会式

16:30 終了

●Ａ/Bコート表彰式閉会式終了後　◆ ナイターゲーム受付時間 14:30～15:45 ◆

16:45 ナイターゲーム １回戦

17:45 ナイターゲーム ２回戦～準決勝

18:15 ナイターゲーム 決勝ラウンド

18:30 ナイターゲーム表彰式

18:45 終了

 9:30 コニカミノルタNC杯2010 ユースオープンの部 予選　第１ラウンド（第１ピリオド）

10:20 コニカミノルタNC杯2010 ユースオープンの部 予選　第１ラウンド（第２ピリオド）

11:10 コニカミノルタNC杯2010 ユースオープンの部 予選　第１ラウンド（第３ピリオド）

12:00 コニカミノルタNC杯2010 ユースオープンの部 予選　第１ラウンド（第４ピリオド）

12:50 シニアドッグの部 予選　第２ラウンド

13:45 ヒート犬 予選　第１･ 第２ラウンド

14:15 終了
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競技スケジュール

Bコート

2010年度 表彰式典　　　　　　　えちご川口交流体験館 『杜のかたらい）』 （TEL.0258-89-2119／新潟県北魚沼郡川口町大字中山2536-12）

※お申込みは不要。どなた様も無料でご入場いただけます。

A

Aコート

Bコート

グランドチャンピオンシップ・スモールドッグチャンピオンシップ10月11日(月･祝)

Aコート

フリーフライトチャンピオンシップ・レディースチャンピオンシップ・こどもの部10月10日(日)

 6:50 選手受付

 7:15 ノミネート選手スタンバイ

 7:30 選手入場・メダル授与式

 7:50 開会式

 8:20 レディースチャンピオンシップ 予選　第１ラウンド（第１ピリオド）

 9:15 レディースチャンピオンシップ 予選　第１ラウンド（第２ピリオド）

10:10 フリーフライトチャンピオンシップ ファーストステージ

11:20 こども（高学年）の部 予選　第２ラウンド

 こども（低学年）の部 予選　第２ラウンド

12:00 レディースチャンピオンシップ 予選　第２ラウンド（第１ピリオド）

12:55 レディースチャンピオンシップ 予選　第２ラウンド（第２ピリオド）

13:50 フリーフライトチャンピオンシップ セカンドステージ

15:00 こども（高学年）の部 決勝ラウンド（３チーム）

 こども（低学年）の部 決勝ラウンド（３チーム）

 レディースチャンピオンシップ 決勝ラウンド（７チーム）

15:40 表彰式

16:00 終了

 8:20 こども（高学年）の部 予選　第１ラウンド

 こども（低学年）の部 予選　第１ラウンド

 9:00 JAPAN FINAL 2010 記念大会 予選ラウンド（第１ピリオド）

 9:45 JAPAN FINAL 2010 記念大会 予選ラウンド（第２ピリオド）

10:30 JAPAN FINAL 2010 記念大会 予選ラウンド（第３ピリオド）

11:15 JAPAN FINAL 2010 記念大会 予選ラウンド（第４ピリオド）

12:20 JAPAN FINAL 2010 記念大会 組み合わせ抽選

13:00 JAPAN FINAL 2010 記念大会 トーナメントラウンド （１回戦）

 JAPAN FINAL 2010 記念大会 トーナメントラウンド （準決勝）

14:00 JAPAN FINAL 2010 記念大会 トーナメントラウンド （決勝･３チーム）

14:20 ヒート犬 予選　第１･ 第２ラウンド

14:40 終了

17:30 開場

17:45 表彰式典

19:15 終了

 

 7:30 選手受付

 8:15 ノミネート選手スタンバイ

 8:30 選手入場・メダル授与式・2009グランドカップ返還

 8:45 開会式

 9:00 グランドチャンピオンシップ 予選　第１ラウンド（第１ピリオド）

 9:45 グランドチャンピオンシップ 予選　第１ラウンド（第２ピリオド）

10:30 グランドチャンピオンシップ 予選　第１ラウンド（第３ピリオド）

11:15 スモールドッグチャンピオンシップ 予選　第２ラウンド（第１ピリオド）

11:55 スモールドッグチャンピオンシップ 予選　第２ラウンド（第２ピリオド）

12:35 グランドチャンピオンシップ 予選　第２ラウンド（第１ピリオド）

13:20 グランドチャンピオンシップ 予選　第２ラウンド（第２ピリオド）

14:05 グランドチャンピオンシップ 予選　第２ラウンド（第３ピリオド）

14:50 スモールドッグチャンピオンシップ 決勝ラウンド（5チーム）

 グランドチャンピオンシップ 決勝ラウンド（７チーム）

15:35 表彰式・閉会式

15:50 終了

 9:15 スモールドッグチャンピオンシップ 予選　第１ラウンド（第１ピリオド）

 9:55 スモールドッグチャンピオンシップ 予選　第１ラウンド（第２ピリオド）

10:35 ヒート犬 予選　第１･ 第２ラウンド

11:00 終了
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○ シニアドッグの部

№ 氏　　名 犬　名 犬　　種 出身地

☆は､2009年度 シニアドッグの部チャンピオン
－は、出場辞退チーム

○ ペアの部

№ 氏　　名 犬　名 犬　　種 出身地

出場リスト DAY-1 2010.10.9（SAT）
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満 7 歳以上のシニア犬のみが出場可能な、オープンコート使用
のディスタンス競技です。

7.5ｍラインまで持ち帰ればポイント確定とし、競技時間は60秒。
予選 2 ラウンド合計上位 5 チームが決勝進出とし、全ラウンド
の獲得ポイント合計で順位を決定します。
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男女・女性同士、または、こどもと大人のペアの投げ手が、交
互に 1枚のフリスビーを投げるディスタンス競技です。

スタートラインまで持ち帰ればポイント確定とし、競技時間は
90 秒。予選 2 ラウンド合計上位 5 チームが決勝進出とし、全ラ
ウンドの獲得ポイント合計で順位を決定します。

 ☆1 安田　伸之 ガーフィー ボーダーコリー 神奈川県

 2 笠原　崇司 銀河 ボーダーコリー 群馬県

 3 田中　勝則 遥 ボーダーコリー 千葉県

 4 近藤　茂雄 チェーン ボーダーコリー 埼玉県

 5 小山　　隆 アイス グローネンダール 東京都

 6 小田島賢二 ぴぃちゃん ゴールデン 埼玉県

 7 宮迫　裕二 TRAD ボーダーコリー 京都府

 8 横山まゆみ ナミ ボーダーコリー 高知県

 9 中川　剛彦 凛子 ボーダーコリー 広島県

 10 増田　　健 虎之助 Ａシェパード 東京都

 11 山本　　勝 モネ ダルメシアン 静岡県

 12 深谷　浩之 SEVEN GSポインター 岐阜県

 13 中川　成人 クララ ボーダーコリー 茨城県

 14 小諸　一男 蘭 Ａシェパード 新潟県

 15 佐藤真理子 萌 ミックス 宮城県

 16 中村　裕司 フラッシュ ボーダーコリー 千葉県

 17 宮迫　裕二 IVY ボーダーコリー 京都府

 18 渋谷　　功 あんず ラブラドール 岡山県

 19 大谷　光浩 いであ ボーダーコリー 東京都 

 20 瀧浦　慶郎 リコ ボーダーコリー 大阪府

 21 谷越久仁夫 modern ボーダーコリー 岩手県

 22 河瀬　重治 ラン ラブラドール 富山県

 －23 宮迫　昌志 べる ボーダーコリー 大分県

 24 井上　弘之 ゆふ ボーダーコリー 埼玉県

 25 間美　　加 Grass ボーダーコリー 福岡県

 －26 東　恵美子 小次郎 ラブラドール 熊本県

 27 田中　　洋 メロディー ボーダーコリー 大阪府

 －1 八幡　瑛茉 島本　圭悟 DIESEL ストロングアイ 兵庫県

 2 和田　満月 間　　禎永 Diana ボーダーコリー 福岡県

 3 菊地　敦子 遠山由美子 珊瑚 ボーダーコリー 青森県

 4 佐藤真理子 二本柳真奈実 藍 ボーダーコリー 宮城県

 5 深谷　里美 深谷　浩之 TIGA ウィペット 岐阜県

 －6 渋谷　典代 渋谷　　功 疾風 ボーダーコリー 岡山県

 7 保科　憲子 前野　　直 OTTEY ボーダーコリー 東京都

 8 磯部　輝代 福島　則行 ガンジー ボーダーコリー 東京都

 9 福田　智穂 福田　吉宏 スタン ウィペット 東京都

 10 小川真由美 五島　　保 ジャッキー ボーダーコリー 静岡県

 11 牛島由加里 和田陵太郎 ＡＸＳ ボーダーコリー 福岡県

 12 後藤百合子 後藤　公彦 雅楽 ボーダーコリー 埼玉県

 13 八幡　美可 古野　勝久 schumaher ボーダーコリー 兵庫県

 14 安田　教子 安田　伸之 POOKY ボーダーコリー 神奈川県

 15 平岡　喜代 西川　正洋 アリエル ボーダーコリー 京都府

 16 渋谷　典代 杉本美由紀 疾風 ボーダーコリー 岡山県

 17 八幡　瑛茉 清水　佳那 GLAMOUR ボーダーコリー 兵庫県

 18 水野由紀子 水野　　潤 地球 ボーダーコリー 東京都

 －19 楠本　安子 小林　弘典 シモン ラブラドール 広島県

 20 馬場由紀代 馬場　善浩 クララ ボーダーコリー 神奈川県

 21 三五　祐子 三五　　均 アーニー ノバスコシア 新潟県

 22 藁品　恵子 藁品　隆章 マチャマチャ Aシェパード 東京都

 23 小泉　和子 小泉　一弘 シェイク ボーダーコリー 千葉県

－は、出場辞退チーム
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○ コニカミノルタNC杯2010 ユースオープンの部（出場チーム数：94チーム）
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「初心者以上、上級者未満」のレベルのチームを対象にした、オー
プンコート使用のディスタンス競技。各都道府県から最大5チー
ムがノミネートされる、チーム対抗戦です。

スタートラインまで持ち帰ればポイント確定とし、競技時間は
1 分間。予選 2 ラウンド合計上位 3 エリア（15 チーム）が決勝
進出とし、全ラウンドの獲得ポイント合計で“ 団体戦 ”の順位
を決定します。また、予選 2ラウンドの合計によって､“個人戦”
の順位も決定します。
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ブロック № 氏　　名 犬　名 犬　　種 全国順位

 1 三浦　真一 らん ボーダーコリー 11

 2 菊地　浩樹 琥珀 ボーダーコリー 56

 3 柏木真理子 KAIN ボーダーコリー 58

 4 小林　秀史 ゴウロ チェサピークベイ 73

 5 二本柳真奈実 Peace ラブラドール 117

 6 八幡　　恵 沙毘 ボーダーコリー 51

 7 岸本　貴子 ノア ボーダーコリー 173

 8 中村　清則 Charo ボーダーコリー 7

 9 箕浦　博実 ICE ボーダーコリー 10

 10 中村　優斗 JACK ボーダーコリー 32

 11 斉藤　伸一 未来 ボーダーコリー 40

 12 山下　泰士 爛々 ボーダーコリー 43

 13 菅野欣一郎 ウィンディー ボーダーコリー 45

 14 布施　明広 ループ ミックス 65

 15 星川　健一 テリー ボーダーコリー 248

 16 山口まゆみ COCO ボーダーコリー 275

 17 寺島　幹夫 京極 ボーダーコリー 102

 18 寺島　郁子 京極 ボーダーコリー 152

 19 吉川　英治 ライル ウィペット 49

 20 中川　成人 ヴィグラス ボーダーコリー 70

 21 田辺　隆文 KALEN ボーダーコリー 82

 22 山口明日香 うめ ボーダーコリー 94

 23 磯上　淳子 Leo ボーダーコリー 139

 24 稲垣　元彦 BUDDY ラブラドール 17

 25 大庭　徹也 ABEL ボーダーコリー 54

 26 鈴木奈保美 トーイ ボーダーコリー 101

 27 橋本　秀基 リーフ ボーダーコリー 123

 28 鈴木　健一 JET ボーダーコリー 160

 29 福田　公彦 翔 ボーダーコリー 77

 30 山王　克宏 セロリ ボーダーコリー 4

 31 榊原　虎也 海 ラブラドール 12

 32 横田　英樹 璃紅 ボーダーコリー 18

 33 石川喜久男 リンク ボーダーコリー 23

 34 飛田　康至 サン ボーダーコリー 25

 35 藤崎　雅也 ディアナ サルーキ 26

 36 岩切　顕蔵 ルフィー ボーダーコリー 33

 37 海保　正男 アルフィー ボーダーコリー 47

 38 中村　裕司 Watts ウィペット 69

 39 池元　英彦 Funk ゴールデン 79

 40 磯部　輝代 富士 ボーダーコリー 13

 41 金子　覚巳 ARD ボーダーコリー 14

 42 牧内　　章 JESSICA ボーダーコリー 24

 43 水野　　潤 地球 ボーダーコリー 29

 44 藁品　隆章 マチャマチャ Ａシェパード 41

 45 佐野　貴敏 烈火 ボーダーコリー 48

 46 大谷　光浩 るっちょ ボーダーコリー 62

 47 島崎　哲也 ちゃんぷ ブルテリア 122

 48 藁品　恵子 しおん Ａシェパード 131

 49 福田　吉宏 テノン ウィペット 145
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ブロック № 氏　　名 犬　名 犬　　種 全国順位

 50 対馬　和幸 織姫 ボーダーコリー 6

 51 石渡　紀章 ユッキー ボーダーコリー 9

 52 黒岩　正樹 かぼす ボーダーコリー 27

 53 石川　麻紀 Mark ボーダーコリー 30

 54 対馬　信子 怜亜 ボーダーコリー 57

 55 佐藤　　広 KAI ボーダーコリー 38

 56 坂谷　　恵 ジェイク ラブラドール 74

 57 宮越　芳信 なお ボーダーコリー 95

 58 藤井　良男 ラック ラブラドール 132

 59 近藤　吉晴 サリー ミックス 230

 60 石田　　豊 ハービー ストロングアイ 22

 61 五十嵐拓也 一天 ボーダーコリー 78

 62 五島　　保 ジャッキー ボーダーコリー 5

 63 青木　和美 ショコラ ボーダーコリー 104

 64 青木　　忍 ラズベリー ボーダーコリー 133

 65 新津　芳博 グリスン ベル ボーダーコリー 205

 66 古橋　茂之 恋 ボーダーコリー 283

 67 安達　朋宏 りき ウェルシュコーギー 294

 68 深谷　里美 555 ウィペット 44

 69 長屋　隆司 ハリー ウィペット 95

 70 伊藤微笑子 さくら Ｇシェパード 116

 71 深見　秀隆 ポポ ウェルシュコーギー 156

 72 深石　夕司 アポロン ボーダーコリー 15

 73 亀井　伸介 ウェンディ ボーダーコリー 150

 74 内田　宗義 オレオ ボーダーコリー 34

 75 村井　哲也 ニコ Ａシェパード 140

 76 宮迫　裕二 RALPH ボーダーコリー 1

 77 西田　　茂 Bell ボーダーコリー 28

 78 荻野　隆行 みずき ラブラドール 42

 79 西本　　陽 ムース ボーダーコリー 60

 80 河野　和則 ベル ラブラドール 63

 81 佐藤　　一 やまと ボーダーコリー 64

 82 古野渓太郎 schumacher ボーダーコリー 2

 83 長田　憲幸 GRAN ボーダーコリー 19

 84 清水　昭男 DIAZ ボーダーコリー 35

 85 長田　克志 GIN ボーダーコリー 124

 86 北川　安洋 ソニック ストロングアイ 3

 87 守田　典子 ALBERT Ａシェパード 110

 88 平岡　喜代 十夢 ビーグル 125

 89 松尾　英行 すみれ ボーダーコリー 127

 90 森　　雅昭 はる ボーダーコリー 130

 91 上野平ミユキ 華蓮 ボーダーコリー 114

 92 西前よう子 SUN ボーダーコリー 55

 93 城戸　　恵 はな ウェルシュコーギー 141

 94 城戸　英二 てんてん ウェルシュコーギー 228
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○レディースチャンピオンシップ

出場リスト DAY-2 2010.10.10（SUN）

女性の投げ手限定のディスタンス競技です。

距離が長いほど幅が狭くなるエキスパートコートを使用するた
め、犬の性能だけでなく、投げ手の高いスローイング技術も求
められます。

スタートラインまで持ち帰ればポイント確定とし、競技時間は
1 分間。予選 2 ラウンド合計上位７チームが決勝進出とし、全
ラウンドの獲得ポイント合計で順位を決定します。

№ 犬名 出身地氏名 犬種 № 犬名 出身地氏名 犬種

7

 1 八幡　瑛茉 GLAMOUR ボーダーコリー 兵庫県

 2 菊地　敦子 珊瑚 ボーダーコリー 青森県

 3 谷越　雪絵 環菜 ボーダーコリー 岩手県

 4 長嶋こずえ GABEL ボーダーコリー 埼玉県

 5 八幡　瑛茉 DIESEL ストロングアイ 兵庫県

 6 松尾　直美 AERA ボーダーコリー 長崎県

 7 福本　聡子 ミディ ボーダーコリー 茨城県

 8 福田　智穂 スタン ウィペット 東京都

 9 青田　恵子 LIKE ボーダーコリー 兵庫県

 10 清田真里菜 RIZE ボーダーコリー 福岡県

 11 柏木真理子 CLIFFORD ボーダーコリー 青森県

 12 和田　満月 Diana ボーダーコリー 福岡県

 13 松尾　直美 NOVA ボーダーコリー 長崎県

 14 福本　聡子 フィーユ ボーダーコリー 茨城県

 15 長谷川政代 ビーチ ボーダーコリー 埼玉県

 16 高橋　純代 Iris ボーダーコリー 神奈川県

 17 馬場由紀代 クララ ボーダーコリー 神奈川県

 18 小林真由美 タイガ ボーダーコリー 神奈川県

 19 間　　美加 Tachyon ボーダーコリー 福岡県

 20 溝尾　美咲 SALAN ボーダーコリー 広島県

 21 八幡　瑛茉 マイクロ ストロングアイ 兵庫県

 22 遠山由美子 SARA ボーダーコリー 神奈川県

 23 稲葉　有紀 フェスタ ボーダーコリー 滋賀県

 24 小泉　和子 シェイク ボーダーコリー 千葉県

 25 渋谷　典代 疾風 ボーダーコリー 岡山県

 26 佐藤真理子 藍 ボーダーコリー 宮城県

 27 四方田暁美 Luce ボーダーコリー 熊本県

 28 岸本　貴子 ノア ボーダーコリー 岩手県

 29 斉藤真由美 未来 ボーダーコリー 宮城県

 30 西前まな美 SUN ボーダーコリー 熊本県

 31 保科　憲子 OTTEY ボーダーコリー 東京都

 32 山本　真衣 ナイル ウェルシュコーギー 兵庫県

 33 深谷　里美 Cent ウィペット 岐阜県

 34 八幡　美可 WIN ボーダーコリー 兵庫県

 35 深谷　里美 555 ウィペット 岐阜県

 36 八幡　　恵 沙毘 ボーダーコリー 岩手県

 37 福本　聡子 petitange ボーダーコリー 茨城県

 38 間　　美加 Digital ボーダーコリー 福岡県

 39 牛島由加里 AXS ボーダーコリー 福岡県

 40 中川　由美 凛子 ボーダーコリー 広島県

 41 瀧浦　容子 リコ ボーダーコリー 大阪府

 42 石渡由美子 ユッキー ボーダーコリー 神奈川県

 43 中川　祐子 クララ ボーダーコリー 茨城県

 44 菊地　敦子 琥珀 ボーダーコリー 青森県

 45 和田　満月 Ruber ボーダーコリー 福岡県

 46 三五　淑子 アーニー ノバスコシア 新潟県

 47 瀧浦　容子 エール ボーダーコリー 大阪府

 48 外崎　玲子 パルカ ボーダーコリー 山梨県

 49 安田　教子 ガーフィー ボーダーコリー 神奈川県

 50 渋谷　典代 あんず ラブラドール 岡山県

 51 清水　佳那 DIAZ ボーダーコリー 兵庫県

 52 藤原　祥子 Nicole ボーダーコリー 静岡県

 53 小林真由美 ボス ボーダーコリー 神奈川県

 54 杉本美由紀 雅 ボーダーコリー 広島県

 55 東出　実久 CIAO ボーダーコリー 大阪府 
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☆は､2009年度フリーフライトチャンピオン
－は、出場辞退チーム

☆は､2009年度こども（低学年）の部チャンピオン

○フリーフライトチャンピオンシップ

フリスビードッグの華とも言える、フリーフライト競技です。

5～ 7枚のフリスビーを使用し、音楽に合わせ、さまざまな投げ方でフリスビーを投げ（トリックスロー）、宙返りをしながらのキャッチ（フ
リップ）、投げ手の体を飛び越える（オーバー）、投げ手の体を踏み台にしてジャンプする（ボルト）などの技を組み合わせ、自由に演
技を行い、技の難易度や完成度、ジャンプの高さ、コンビネーションやショーマンシップなどを総合的に審査します。

『ファースト・ステージ』は120秒間の規定（決められた技を組み込んでの）演技。『セカンド・ステージ』は120秒間の自由演技とし、両ステー
ジの合計ポイントで順位を決定します。

№ 犬名 出身地氏名 犬種

№ 犬名 出身地氏名 犬種 № 犬名 出身地氏名 犬種

№ 犬名 出身地氏名 犬種

○子供の部

小学生以下（ジャパンファイナル開催年の 4 月時点）の投げ手
限定のディスタンス競技です。

0 ポイントゾーンのないビギナーコートを使用し、4 年生未満の
「低学年クラス」と、4 年生以上「高学年クラス」に分けて開催
します。

スタートラインまで持ち帰ればポイント確定とし、競技時間は
1 分間。両クラスとも予選 2 ラウンド合計上位各 3 チームが決
勝進出とし、全ラウンドの獲得ポイント合計で順位を決定しま
す。
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 ☆1 澤　　幹子 綺羅 ボーダーコリー 大阪府

 －2 杉本　繁郎 555 ボーダーコリー 北海道

 3 渡邊　賢次 CONNY Ａシェパード 茨城県

 4 間　　美加 Digital ボーダーコリー 福岡県

 5 南　　浩一 GLORY ボーダーコリー 兵庫県 

 6 友広　祐也 JET ボーダーコリー 北海道 

 7 澤　　幹子 AILA ボーダーコリー 大阪府 

 8 和田　満月 Diana ボーダーコリー 福岡県 

 9 千田　航平 モク ボーダーコリー 北海道

 －10 千葉　光敏 メロ ボーダーコリー 北海道

 11 和田陵太郎 華鈴 ボーダーコリー 福岡県

 12 田渕　義博 SOPHIA ボーダーコリー 京都府

 13 川又奈緒美 らびゅ ボーダーコリー 東京都

 14 牛島由加里 ＡＸＳ ボーダーコリー 福岡県

 －15 野田　希子 乱魏 ボーダーコリー 福岡県

 16 石井　勝久 天天 Ａシェパード 大阪府

 17 片岡　琢博 ベガ ボーダーコリー 鹿児島県

 －18 帖地　康世 凛 ボーダーコリー 山口県

 －19 奈良　博一 Jack ボーダーコリー 鹿児島県

 ☆1 高橋　未夢 Chris ボーダーコリー 神奈川県

 2 西本　　陽 ムース ボーダーコリー 大阪府

 3 柏原　克海 ACUTO ボーダーコリー 大分県

 4 高橋　未夢 Rachel ボーダーコリー 神奈川県

 5 福田　　萌 冬生 ボーダーコリー 群馬県

 6 飛田　龍佑 サン ボーダーコリー 埼玉県

 7 鎌田　萌音 ロール ボーダーコリー 岩手県

 8 中村　優斗 JACK ボーダーコリー 宮城県

 9 福田　　萌 翔 ボーダーコリー 群馬県

 10 麻生　来希 Aqua ボーダーコリー 福岡県

 1 八幡　琳珠 WIN ボーダーコリー 兵庫県

 2 八幡　琳珠 GLAMOUR ボーダーコリー 兵庫県

 3 対馬依歩希 織姫 ボーダーコリー 神奈川県

 4 対馬依歩希 怜亜 ボーダーコリー 神奈川県

 5 古野捷之佑 SARAH ボーダーコリー 兵庫県

 6 四方田　奏 Luce ボーダーコリー 熊本県

 7 荒沢　瑚美 MONA ボーダーコリー 青森県

【高学年の部】 【低学年の部】
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○スモールドッグチャンピオンシップ

出場リスト DAY-3 2010.10.11（MON）

体高 40cm以下の小型犬限定のディスタンス競技です。

距離が長いほど幅が狭くなるエキスパートコートを使用するた
め、犬の性能だけでなく、投げ手の高いスローイング技術も求
められます。

スタートラインまで持ち帰ればポイント確定とし、競技時間は
1 分間。予選 2 ラウンド合計上位 5 チームが決勝進出とし、全
ラウンドの獲得ポイント合計で順位を決定します。

№ 犬名 出身地氏名 犬種 № 犬名 出身地氏名 犬種

☆は､2009年度スモールドッグチャンピオン

InterviewInterviewInterviewInterviewInterview2009GRANDCHAMPION

2009 年度グランドチャンピオンシップ優勝チームに聞きました

Qグランドチャンピオンになって挑んだ 2010 年シリーズはどんな気持ちでしたか？
A 楽しむというより、緊張が多かったです。緊張よりも悔しい思いが強かったです。

Q競技中は何を思いながらロングスローを投げるのでしょう？
A イイプレーよりは、自分のスタイルでプレーをしたいと思っていました。
投げる時は、特に風に気をつけています。珊瑚がキャッチをし、戻ってくる姿を
イメージしています。

Qあなたにとって、フリスビードッグとは？
A 犬。家族。仲間と楽しめるスポーツ！

榊原龍也＆珊瑚（ラブラドール / 埼玉県）

 1 平岡　喜代 百子 柴犬 奈良県

 2 鹿島　英彦 リフェル ボストンテリア 兵庫県

 ☆3 加藤　宣文 なな ミックス 埼玉県

 4 山本　憲斉 我闘 ウェルシュコーギー 兵庫県

 5 畔出　裕隆 Brian ジャックラッセル 東京都

 6 加藤　智一 ボルト ウェルシュコーギー 宮城県

 7 溝尾　雅広 Luz コイケルホンディエ 広島県

 8 溝尾　雅広 エリス ウェルシュコーギー 広島県

 9 藤原　祥子 Rossi ウェルシュコーギー 静岡県

 10 藤田　浩子 マイロ ジャックラッセル 奈良県

 11 城戸　英二 はな ウェルシュコーギー 熊本県

 12 佐々木雅敏 BOB ウェルシュコーギー 福岡県

 13 奥田なぎさ 沙羅 ミックス 大阪府

 14 山本　真衣 ナイル ウェルシュコーギー 兵庫県

 15 宮崎　康一 アル ウェルシュコーギー 兵庫県

 16 上野平　寛 セフィーロス ジャックラッセル 佐賀県

 17 佐々木雅敏 ひめ ウェルシュコーギー 福岡県

 18 平岡　喜代 十夢 ビーグル 奈良県

 19 城戸　英二 みみ ウェルシュコーギー 熊本県

 20 奥田なぎさ 世那 ミックス 大阪府

 21 安達由美子 まめた ウェルシュコーギー 愛知県

 22 谷川　　勉 もんもん ウェルシュコーギー 秋田県

 23 山下　晋一 こはぎ ウェルシュコーギー 大阪府

 24 田中　利直 MUSE ウェルシュコーギー 大阪府

 25 土田　雅志 栗の介 ウェルシュコーギー 静岡県

 26 海野真由美 mahana Ｍプードル 静岡県

 27 藤原　　親 ハジメ ウェルシュコーギー 東京都

 28 岡本　邦宏 CHOCOLAT ウェルシュコーギー 兵庫県

 29 仲本　和弘 はちべえ パピヨン 大阪府

 30 加藤　宣文 みさき ミックス 埼玉県

 31 鶴田英二郎 みかん ウェルシュコーギー 熊本県

 32 加藤　智一 クリス ウェルシュコーギー 宮城県

 33 宮沢　健一 月 ジャックラッセル 長野県

 34 塚本　貴志 ベッキー ウェルシュコーギー 大阪府

 35 畔出　裕隆 TenPoint ジャックラッセル 東京都
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○グランドチャンピオンシップ

投げ手の性別や年齢、犬種や犬の年齢などを問わず参加可能の
ディスタンス競技の最高峰クラスです。

距離が長いほど幅が狭くなるエキスパートコートを使用するた
め、犬の性能だけでなく、投げ手の高いスローイング技術も求
められます。

スタートラインまで持ち帰ればポイント確定とし、競技時間は
1 分間。予選 2 ラウンド合計上位７オーナーが決勝進出とし、
前ラウンドの獲得ポイント合計で順位を決定します。

№ 犬名 出身地氏名 犬種 № 犬名 出身地氏名 犬種

10

 1 今村　武史 Mercury ボーダーコリー 大阪府

 2 深谷　浩之 TIGA ウィペット 岐阜県

 3 北川　安洋 シルフィー ボーダーコリー 奈良県

 4 谷越久仁夫 環菜 ボーダーコリー 岩手県

 5 五十嵐　誠 チョッパー ボーダーコリー 茨城県

 6 渋谷　　功 疾風 ボーダーコリー 岡山県

 7 須貝ひとみ Lien ボーダーコリー 岐阜県

 8 高橋　毅一 vogue ボーダーコリー 神奈川県

 9 永田　明美 MikeReinbach ボーダーコリー 宮城県

 10 吉武　竜司 Stella ボーダーコリー 福岡県 

 11 市川　雅士 Mimosa ボーダーコリー 静岡県

 12 永田　　亨 WillieKirkland ボーダーコリー 宮城県

 13 和田陵太郎 Diana ボーダーコリー 福岡県

 14 島本　圭悟 Beak ボーダーコリー 徳島県

 15 須貝　信也 Lien ボーダーコリー 岐阜県

 16 松尾　　至 NOVA ボーダーコリー 長崎県

 17 山本　浩隆 ハルキ ボーダーコリー 秋田県

 18 小井　　正 セベリアーノ ボーダーコリー 大阪府

 19 助定　潤司 雷 ウィペット 兵庫県

 20 四方田　竜 Luce ボーダーコリー 熊本県

 21 浅田　潤也 ルティルナ ボーダーコリー 神奈川県

 22 山本　　勝 ミラクル･スピード ボーダーコリー 静岡県

 23 小林　弘典 レック ボーダーコリー 岡山県

 24 外崎　　晃 パルカ ボーダーコリー 山梨県

 25 福本　義裕 ミニョン ボーダーコリー 茨城県

 26 深谷　浩之 Mille ウィペット 岐阜県

 27 小堀　清和 Twister ボーダーコリー 千葉県

 28 稲葉　秀昭 フェスタ ボーダーコリー 滋賀県

 29 小林　弘典 スティーク ボーダーコリー 岡山県

 30 助定　潤司 モナ ボーダーコリー 兵庫県

 31 松尾　　至 AERA ボーダーコリー 長崎県

 32 山本　孝治 ミミ NZヘディングドッグ 兵庫県

 33 西前　　誠 SUN ボーダーコリー 熊本県

 34 遠山　幸充 TENMA ボーダーコリー 神奈川県

 35 永田　　亨 MikeReinbach ボーダーコリー 宮城県

 36 上田　　彰 SANTA ボーダーコリー 大阪府

 37 山王　克宏 パセリ ボーダーコリー 埼玉県

 38 眞田　知博 Alliecha ミックス 千葉県

 39 溝尾　雅広 SALAN ボーダーコリー 広島県

 40 増田　　健 七福 ボーダーコリー 東京都

 41 鶴田英二郎 Kaela ボーダーコリー 熊本県

 42 瀧浦　慶郎 エール ボーダーコリー 大阪府

 43 間　　禎永 KrisS ボーダーコリー 福岡県

 44 小峰　　泉 けちゃっぷ ボーダーコリー 埼玉県

 45 森　　雅昭 ARCH ストロングアイ 奈良県

 46 小川真由美 JamesMoriarty ボーダーコリー 静岡県

 47 和田陵太郎 Ruber ボーダーコリー 福岡県

 48 畑中　松雄 シューター ボーダーコリー 三重県

 49 木内　隆行 ぴぃち ボーダーコリー 神奈川県

 50 古野　智子 schumacher ボーダーコリー 兵庫県 

 51 岸本　和人 ノア ボーダーコリー 岩手県

 52 山田　　仁 エルダ ラブラドール 新潟県

 53 井上　弘之 狼（WOLF） ボーダーコリー 埼玉県

 54 小山　　隆 DERRINGER グローネンダール 東京都

 55 坂井　武司 ラッシュ ボーダーコリー 奈良県

 56 永田　明美 WillieKirkland ボーダーコリー 宮城県

 57 長屋　隆司 Jake ウィペット 岐阜県

 58 小峰　　泉 アドルフ ボーダーコリー 埼玉県

 59 山口　朋孝 RUSTY ボーダーコリー 兵庫県

 60 川崎　忠男 Kicca ボーダーコリー 静岡県

 61 山本　孝治 クク ウィペット 兵庫県

 62 藤原　伸也 Nicole ボーダーコリー 静岡県

 63 山下　浩司 藍花 ウィペット 兵庫県

 64 田渕　義博 SOPHIA ボーダーコリー 京都府

 65 伊原　明良 ANDY ボーダーコリー 千葉県

 66 西山　哲也 Yuna ボーダーコリー 兵庫県

 67 佐藤　　譲 天 ボーダーコリー 静岡県

 68 荻野　隆行 くらら ラブラドール 大阪府

 69 川崎　良輝 KOBE ラブラドール 兵庫県

 70 中川　剛彦 凛子 ボーダーコリー 広島県

2
0
.0
m9m

5m 5m5
2
.5
m

4
5
.0
m

3
7
.5
m

3
0
.0
m

2
2
.5
m

1
5
.0
m

7
.5
m

0
m

InterviewInterview



11

Interview 出場者インタビュー

 ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。

　Q1 ジャパンファイナル 2010 での目標、 および、 抱負は？
　Q2 あなたにとって 「フリスビードッグ」 とは？

ランキング
上位チームに、

聞きました

● グランドチャンピオンシップ出場 

● フリーフライトチャンピオンシップ出場 

澤 幹子 ＆ 綺羅（大阪府）

人間がミスをしない事が目標です。綺羅を信じていつ
も通り“ 自分たちらしく ”プレーしたいと思います。

愛犬との絆です。

A1

A2

間 美加 ＆ Digital（福岡県）

それぞれの犬たちが持っている良さを、ファイナルで
出させてあげられるように、ひたすら集中 !! 犬達に
はとことん楽しませる !!

このドッグスポーツに出会う事がなければ、もっと薄
い人間になっていたと思います。目標を持って犬たち
と向き合う事で、自分自身を客観的に見る事ができる。
犬との楽しい遊びですが、自分が一番成長させてもら
えるものだと感じます。

A1

A2

渡邊 賢次 ＆ CONNY（茨城県）

昨年のファイナルのフリールーティーンでは、プレッ
シャーを感じることなく私と CONNY の世界でプレー
が出来ました。今年のファイナルはそれ以上の私と
CONNY の世界でテクニカルルーティーンからプレー
することが目的です。そのために A･シェパードらし
い、そして CONNY ならではの動きで楽しくプレー
をすることを心がけます。プレー中は私と CONNY
のどちらが元気が良いか元気比べです。大きな声でプ
レーしますよ。そして、見ていただいている全ての皆
さんに楽しんでほしいです。

唯一の財産です｡（笑）
フリスビードッグを通していろいろな場所に行き、景
色を楽しんだり、その地の美味しい物をいただいたり。
もちろんプレーも楽しむわけですが、それ以上に多く
の友達とお知り合いになれたことは、胸を張って「財
産です !」と言える価値のあるものです。

A1

A2

谷越 久仁夫 ＆ 環菜（岩手県）

第1にけがをさせないこと！そして、目標は大きく“グ
ラチャン ”!!

単純に「楽しい」から続けているんでしょうね！

A1

A2

今村 武史 ＆ Mercury（大阪府）

2010 年度シリーズ戦を戦ってきた自分と Mercury
（マーキュリー）。グランドチャンピオンシップで、一
年の成果が出せるように頑張りたいと思います。

自分たち家族と、愛犬とともにコミュニケーションの
とれるスポーツです。

A1

A2

北川 安洋 ＆ シルフィー（奈良県）

率直に、出場する限りは、目標はテッペンです。去年
は初出場ということもあり、あっという間に終わって
しまいましたが、 今年は、 悔いの残らないように 1 投
１投パートナーを信じて投げたいと思います。

今の所、夫婦共通の趣味であり、週末にみなさんとお
会いし、楽しい時間が過ごせるので、良いライフ･ワー
クになっています。

A1

A2

深谷 浩之 ＆ TIGA（岐阜県）

今年こそ決勝で、楽しいゲームをしたいと思ってます。

人生では、愛犬との大切な思い出を作る場、そして、
多くの人（家族）との出会いの場。競技としては、自分
との闘いの場。

A1

A2

五十嵐 誠 ＆ チョッパー（茨城）

決勝に残れる様、スローに集中します。

喜怒哀楽の人生と犬生。

A1

A2 ● スモールドッグチャンピオンシップ出場 
平岡 喜代 ＆ 百子（奈良県）

自分たちのプレーで、 思い残すことなく 「自分達らしい
プレーをすること！」 にベストを尽くします。 Go for it ! 
の精神をいつも心に持ち続けていたいです。 

私にとってフリスビードッグとは 「犬との会話」 です。 フ
リスビーを通じて犬と心を通わせ、 言葉の通じない犬と
会話しているように思って、 嬉しくて楽しくて、 あっという

間の４年間でした。 これからもフリスビーを通じて、 また、 日々の生活を通じて、
犬との絆を深められるように、 努力していきたいです。

A1

A2

加藤 宣文 ＆ なな（埼玉県）

目標は決勝ラウンドに出ること。全投キャッチさせた
いです。

犬との最高のコミュニケーション・ツールです。

A1

A2

畔出 裕隆 ＆ Brian（東京都）

ファイナルという大舞台を意識せず平常心で臨みま
す。出場回数だけは犬一倍頑張っていますが、納得の
いくパフォーマンスができるといいですが…。

元気いっぱいにフリスビー目指して突っ走るか、しっ
かりキャッチして素直にドロップするのか、スローは
インコートにおさまるか…。当たればビッグポイント! 
外せば素人以下 ! 最高におもしろいギャンブルです。

A1

A2

鹿島 英彦 ＆ リフェル（兵庫県）

初めてのファイナル出場なので、 雰囲気を楽しみます。

コミュニケーションの勉強と大いなる挑戦。

A1

A2

山本 憲斉 ＆ 我闘（兵庫県）

スモールハート♡チャンピオンを返上し、スモール
ドッグチャンピオンになることを目指し頑張ります !!
我闘とラブラブするための手段。（何時もヒゲをジョ
リジョリして逃げられています｡）

A1

A2

● レディースチャンピオンシップ出場 

谷越 雪絵 ＆ 環菜（岩手県）

レディースチャンピオンに !! と言いたいところです
が、まずは環菜との納得のいくプレーで、決勝まで残
れる様頑張りたいです！

自分にとって、modern・環菜・blue は子供みたいな
存在です。その子供達と一緒に楽しんで出来るスポー
ツだと思います♡

A1

A2

菊池 敦子 ＆ 珊瑚（青森県）

前回のファイナルで最後の一投を投げ込む事が出来な
かったので、今回は最後の一投まであきらめずに投げ
切りたいです。

愛犬と一緒に泣いたり、笑ったり、笑ったり、笑った
りできる、とっても楽しいスポーツです。

A1

A2

長嶋 こずえ ＆ GABEL（埼玉県）

ガベルと今までで一番良いゲームをするよう努力しま
す。冷静に丁寧に。今までガベルと築いてきたことが
出せるといいなと思っています。

自分の人生そのもの。自分があわてればガベルもあわ
てるし以心伝心。自分の心の弱さに泣きながら、自分
が少しずつ強くなろうと成長しているのを実感。ガベ
ルがいてくれての私です。

A1

A2

八幡 瑛茉 ＆ GLAMOUR（兵庫県）

レディースで 1 位になること。

喜怒哀楽、犬との最高の 1 分間。

A1

A2
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ボーダーコリー ラブラドール・レトリーバー ウエルシュ・コーギー

ダルメシアン グローネンダール ゴールデン・レトリーバー

エアデールテリア オーストラリアン・シェパード ウィペット

プードル ビーグル

ジャック・ラッセル・テリア 柴 ミックス

シェットランド・シープドッグ

ボーダーコリー ラブラドール・レトリーバー ウエルシュ・コーギー

ダルメシアン グローネンダール ゴールデン・レトリーバー

エアデールテリア オーストラリアン・シェパード ウィペット

プードル ビーグル

ジャック・ラッセル・テリア 柴 ミックス

シェットランド・シープドッグ

●●●●



Let's
Try!
Let's
Try!

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

TEL.025-280-1156

  ○フリスビードッグとは？ 
 

フリスビードッグの魅力は、人と犬がフリスビーを共通のゲームと

して遊べるドッグスポーツです。犬は人と遊ぶことが大好きです。

その一つとして、フリスビードッグがあります。  

フリスビーディスク一枚あれば、庭・公園・ビーチなどどこでも楽

しむことが出来るでしょう。又、お互いの信頼関係も深まり、素晴

らしいライフスタイルを築き上げられることになります。 

当協会は、日本各地で競技会を開催しています。

初心者の方から、上級者の方まで、男女・年齢は問わない競技会と

なっています。あなたも是非、この楽しいイベントに参加してはい

かがでしょうか。

  ○フリスビーディスクの由来は？

フリスビーの起源は、写真のブリキのパイ皿だと言われています。

アメリカ・コネチカット州ブリッジポートという町の「フリスビー・ベーカリー」

のパイ皿を、エール大学の学生達が投げあったのが発祥とされています。

その光景を見たフレッド・モリソン氏が 1947 年にプラスチック製のディスクを考案、

WHAM-O 社がその製造販売の権利を取得し、1957 年に第 1 号フリスビーが誕生し

ました。

発売に際し、同社は、発祥となったフリスビー・ベーカリーから名前を取り、スペ

ルを“FRISBIE”を 1 文字だけ変更し、“FRISBEE”という名前で発売されました。

  ○フリスビードッグのはじまり 
  

初めて犬にフリスビーを投げたのは誰か？この疑問に答える事は誰にも出来ません。  

しかし、フリスビードッグの普及に最も貢献した人は、３度の世界チャンピオンに輝いた、アレック・ススタイ

ン氏と愛犬 アシュレイ・ウィペットでしょう。  

1974 年８月、メジャーリーグの試合に沸き立つドジャーズスタジアム。７回と８

回の間にスタインとアシュレイはグランドに突然飛び出し、スタインが逮捕され

る迄の８分間パフォーマンスを行ったのです。  

この試合は、全米にテレビ中継されていたため、「フリスビーを犬がキャッチする」

というパフォーマンスは米の人々に非常に強いインパクトを与えました。そして、

この試合を偶然観に来ていたアーブ･ランダー氏（当時の世界フリスビー協会の

会長）の目にとまり、ローズ･ボウル･スタジアムでのフリスビー世界選手権での

デモンストレーション・エキジビションを皮切りに、" 競技 " としてのフリスビー

ドッグの歴史が始まり、現在に至ってます。  

日本では 1994 年７月、現日本フリスビードック協会代表の 山田 仁 により、日本

フリスビードック協会が設立され、日本各地でフリスビードックの普及活動と本

格的な競技会が開始されました。翌 1995 年には、プロ野球オールスターゲーム

に登場。超満員の広島市民球場の 5 回と 6 回の間の 10 分間に、日本のフリスビー

ドッグたちが演技を披露し、その模様が全国に生中継されたのでした。  

その後は様々なメディアや CM などでも取り上げられ、急速に人口が増加。現在では、会員 6,000 名以上を数え、

年間延べ 180 日以上もの大会を日本全国で開催するとともに、約 130 名のインストラクター及び、各地の公認本部・

支部・クラブにより、全国各地でのフリスビードッグスポーツの普及に取り組んでいます。  

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

▲左から、元世界チャンピオン ピーター・
ブルーム、アーブ・ランダー、アレックス・

　スタイン

● 名　　　称 日本フリスビードッグ協会 

● 本部所在地 〒950-0993　新潟県新潟市中央区上所中 2 丁目 1 番 6 号
 TEL.025-280-1256　FAX.025-280-1257 

● 関 連 団 体 Discovering The World（フリスビー総代理店・米国）／ 韓国フリスビードッグ協会
 台湾フリスビードッグクラブ／ Hyper flite Japan Canine Disc Club 

● 事 業 内 容 ○ 公式選手権・公式シリーズ選手権の開催
 ○ ジャパンファイナルの開催
 ○ 国際試合の開催（アジア選手権など）
 ○ 「新潟市 しつけ方学校」の開催
 ○ デモンストレーション・講習会の開催（デモンストレーターや講師の派遣）
 ○ メディア取材に対する人員の派遣　など

 

●　●　●　●●　●　●　●協　会　概　要
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支部・クラブ一覧
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TARAINING
MANUAL
フリスビードッグは人と犬とが一体となって楽しむスポーツ
です。愛犬との気軽なコミュニケーションから、本格的な競
技の参加まで、犬種を問わず楽しめます。
さあ、気軽にチャレンジしてみましょう。

Let'sLet's
Try!Try!
Let'sLet's
Try!Try!
Let's
Try!

基本の持ち方 「レギュラーグリップ」 基本の投げ方 「バックハンドスロー」

小指と薬指でフリスビーの内側をつまむ。

中指は裏側のへこんだ平らな部分へ、 人差し指

は軽く曲げてふちの内側にかけます

投 げ る 方 向 に

対して体の向き

は 直 角、 目 線

は投げる方向、

足 は 肩 幅 ぐ ら

いに開いて、 両足にかける体重は 5：5 ～ 4：

6。 基本的に手首のスナップだけを使って投げ

ますが、 それだけでも 30ｍは飛びます。 距離

よりもまず、 安定して飛ぶように練習しましょう。

これからフリスビードッグを楽しむために

はお互いの信頼関係が最も重要です。

そのためには日ごろからおもちゃやボールなど

人と犬との共通の道具を使って犬と遊ぶことを

日常生活に取り入れます。 このことが、 これか

らのフリスビードッグに大きく影響します。 普段

から物を使って短時間だけ遊ぶことを心がけま

しょう。

この時期に注意することは、 犬だけの一人遊び

は避け、 必ず人間と一緒に遊ぶことを心がけま

しょう。

1

初めのうちは、とにかく
「フリスビーで人と遊ぶこと
は楽しい」ということを
教えます。

犬をコントロールできるよう、ロングリードをつけて練習しましょう。

おもちゃやボールからフリスビーを試しま

しょう。 転がしたり動かしたり犬が興味を

示すようにします。 この時期では、 フリスビーを

抵抗なく噛むことが重要です。 もし、 興味を示

さない場合はフリスビーをエサ皿に使いベイトを

与えましょう。 キットフリスビーが好きになり抵

抗なく噛むことができるでしょう。

2

次に空中で咥えることを教えます。

フリスビーを手に持ったまま咥えさせてみ

ましょう。 これができたら次は小さくトスしてみま

す。 犬の正面より、 左右の方が咥えやすい場

合がありますので場所を考えながら行います。

地面に落ちたフリスビーは犬にとらせてはいけま

せん。 あくまでも空中にあるフリスビーを取るこ

とを教えます。

4 今度は犬を人の左に置き、 前に小さくト

スしてみましょう。 空中でキャッチできる

ように小さく行います。 これができたら、 トスの

距離を徐々に長くしていきます。

ここまで来たらもうすぐです。 あせらず、 短時

間で練習します。 目安は 1 回 5 分。 これを毎日

続けましょう。 大会参加はもうすぐです。

5

今度は犬にリードをつけて、フリスビーを転がしたり、裏向きにして（噛みやすくする）スライドさせ

たりして遊びましょう。もし、うまく噛んだときは大きな声で「GOOD!」とほめてあげてください。出来

ないからと叱ってはいけません。また、噛んだ時はリードを手繰り寄せて手元に戻るようにしましょう。これ

が習慣になれば、咥えると犬が手元に戻るようになります。

3

フリスビーを手元に持って来ない時は
引っ張りっこをしてみましょう。
それがしたくて持ってくるようになります。

フリスビーを立てて転がす「ローラー」と
いう練習です。犬をフリスビーの回転に
慣らします。

フリスビーを咥える練習です。
「スライダー」と言って、フリスビーを
裏返しに地面を滑らせます。

手に持ったまま咥えさせる
「テイク」という練習です。

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

ふちが上を向いて
咥えやすい。

フリスビードッグに関することなら、 どんな
ことでもお気軽にご相談ください。

●関西本部
http://jfa-kansai.oops.jp/
E-mail：kansai@frisbeedog.co.jp

●千葉支部
http://blog.goo.ne.jp/jfachiba/
E-mail：chiba@frisbeedog.co.jp

●東京支部
E-mail：tokyo@frisbeedog.co.jp

●兵庫支部
http://www.bunbun-tails.jp/jfa-hyogo/
E-mail：hyogo@frisbeedog.co.jp

●三重支部 ＆ クラブ三重
http://www.jfa-mie.net/
E-mail：mie@frisbeedog.co.jp

●和歌山支部 ＆ クラブ和歌山
http://www.cypress.ne.jp/jfa-wakayama/
E-mail：wakayama@frisbeedog.co.jp

●岡山支部 ＆ クラブ岡山
http://okuyan.cside.ne.jp/okayama/
E-mail：okayama@frisbeedog.co.jp

●北九州支部 ＆ クラブ北九州
http://www.geocities.jp/jfa_kitakyushu/
E-mail：kitakyushu@frisbeedog.co.jp

●福岡支部 ＆ クラブ福岡
http://www.geocities.jp/jfafukuoka/
E-mail：fukuoka@frisbeedog.co.jp

●熊本支部 ＆ クラブ熊本
http://www.geocities.jp/jfa_club_kumamoto/
E-mail：kumamoto@frisbeedog.co.jp

●クラブ札幌
E-mail：sapporo@frisbeedog.co.jp

●クラブ仙台
http://jfa.club-sendai.org/
E-mail：sendai@frisbeedog.co.jp

●クラブ茨城
http://yaplog.jp/club-iba/
E-mail：ibaraki@frisbeedog.co.jp

●クラブ奈良
http://jfa-nara.sub.jp/
E-mail：nara@frisbeedog.co.jp

●北海道事務局
http://www.dog-stock.com/

運営：日本フリスビードッグ協会

新潟市 「犬のしつけ方学校」

基本的なしつけ方～ドッグスポーツまでを一貫
指導！ 雨・雪もへっちゃらのインドア・トレーニ
ングセンターで、 楽しみながら愛犬とのコミュニ
ケーションを深めてみませんか？
見学も大歓迎！ お気軽にお越しください。

TEL.025-280-1156TEL.025-280-1156TEL.025-280-1156

●　●　●　●



日時

場所


