
会場 新潟市太夫浜運動公園球技場
（新潟県新潟市北区太夫浜3900-2 ）

主催 日本フリスビードッグ協会
共催 新潟市
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一年間を通じて､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2013年度シーズンを戦いぬき、その中で獲得したポイントのランキング上位者
のみをノミメートして行われる“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、世界最高レベルの競技会、それが、『JAPAN 
FINAL』です。

第20回を迎える今大会は、当協会の本拠地である新潟市での開催となりました。 新潟から日本全
国へ、そして世界へ…、フリスビードッグの魅力を発信します。

第20回 フリスビードッグ・ジャパンファイナルに向けて
　今を思えば 19 年前にこの競技会の第一回を開催して以来、遂に 20 回の「ジャパンファイナル」を迎えることに

なりました。この間、皆様会員の方々の並々ならぬ努力と、ご協賛各社の大きなご支援を戴けなければ、ここまで

発展しては来なかったことを先ず最初に感謝とともにお礼を申し上げます。また新潟市や新潟県、及び各自治体の

温かいご支援もいただき育てていただいたことも忘れてはなりません。今回、新潟市のご支援を賜り、このフリス

ビードッグ協会の発祥の地である新潟で第 20 回のジャパンファイナルを開催できることは、とても言葉には言い

表せない思いでございます。

　今日では、日本全国で各大会を催すことができるようになりました。一年を通してポイントを積み重ね、このジャ

パンファイナルを目指してこられた選手、及び愛犬の努力こそ、私たちの成長の証であろうと確信しております。

　努力に終わりはございません。私たちも日々努力を怠らず、第 21 回のジャパンファイナルを目指して邁進して

いく所存でございます。これからは、ただ日本に終わることなく、あくなき挑戦の場を世界に向けて「ワールドカッ

プ」も計画して参ります。その為にも、皆様方の今後の努力に期待しております。

　第一回の大会を振り返るならば、その思いは未だに達成されておりません。野球にＷＢＣがあり、サッカーにワー

ルドカップがあり、世界選手権と称した大会が各スポーツ分野にはございます。フリスビードッグ競技会をスポー

ツの一環とし、第一回のワールドカップを目指して、地域と融合を図り、様々な分野の方面へも協力し、社会にお

けるフリスビードッグを紹介していくことが、目的を達する道筋ではないかと考えております。

　まだまだ道半ばの第20回ジャパンファイナルでございます。この地から発祥したものを日本という国に育てられ、

世界を目指す心を忘れることなく進んで行こうと考えております。

　更なる発展を目指し「いざ進め、そして栄冠を！」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本フリスビードッグ協会 代表

 山 田　 仁
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『第20回 ジャパン・ファイナル2013』 で開催する競技は、2つのカテゴリーに分けられます。

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。

●グランドチャンピオンシップ
●レディース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
●ユースオープンの部（団体・個人）
●シニアドッグの部
●ペアの部

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。

●フリーフライトチャンピオンシップ



第2回
（1995） 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）

第3回
（1996） 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）

第4回
（1997） 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）

第5回
（1998） GRAND

東京都 『台場』

　　高木 建治 ＆ 春 （京都府 / ラブラドール）

第6回
（1999） 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）

第1回
（1994）

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

第7回
（2000）

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

第8回
（2001）

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

第9回
（2002） GRAND

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）

FREE

第15回
（2008）

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）SMALL

GRAND

FREE

LADIES

第16回
（2009）

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）SMALL

GRAND

FREE

LADIES

第17回
（2010）

新潟県『川口運動公園 野球場特設会場』

　　今村武史 ＆ Mercury （大阪府 / ボーダーコリー）

　　澤 幹子 ＆ 綺羅 （大阪府 / ボーダーコリー）

　　菊地 敦子 ＆ 珊瑚 （青森県 / ボーダーコリー）

　　土田 雅志 ＆ 栗の介 （静岡県 /W コーギー）SMALL

GRAND

FREE

LADIES

第18回
（2011）

兵庫県 『国営明石海峡公園 淡路地区』

　　渋谷 功 ＆ 疾風 （岡山県 / ボーダーコリー）

　　澤 幹子 ＆ AILA （大阪府 / ボーダーコリー）

　　菊地 敦子 ＆ 琥珀 （青森県 / ボーダーコリー）

　　平岡 正浩 ＆ 百子 （奈良県 / 柴犬）SMALL

GRAND

FREE

LADIES

第19回
（2012）

三重県 『中勢グリーンパーク』

　　石渡 紀章 ＆ ユッキー （神奈川県 / ボーダーコリー）

　　澤 幹子 ＆ AILA （大阪府 / ボーダーコリー）

　　谷越 雪絵 ＆ 環菜 （岩手県 / ボーダーコリー）

　　土田 雅志 ＆ 栗の介 （埼玉県 /W コーギー）SMALL

GRAND

FREE

LADIES

GRAND グランドチャンピオン

FREE フリーフライトチャンピオン

LADIES レディースチャンピオン

SMALL スモールドッグチャンピオン

第14回
（2007）

第11回
（2004）

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

第12回
（2005）

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）SMALL

GRAND

FREE

LADIES

第13回
（2006）

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）SMALL

GRAND

FREE

LADIES

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）SMALL

GRAND

FREE

LADIES

第10回
（2003）

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

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

History of Japan Final
歴代チャンピオンおよび開催地一覧
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『フリスビードッグ殿堂』
日本フリスビードッグ協会発足以来20年。 
年々広がりを見せるわが国のフリビードッグの歴史の中で､特筆すべき業績を残し､広くフリスビードッグの
普及に貢献したチームを認定し、その栄誉を称えるとともに、フリスビードッグの歴史にその名前を刻むもの
です。
2008年11月、協会発足15周年を記念して設置され、現在10チームが 「殿堂入り」を果たしています。

井上 ゆふ 号

早川BEAT号

松尾NOVA号 仲林 ロプロス 号 四方田 太陽 号

三本Kaiser･Hose 号 間 Grass 号團野 ケープ 号 加藤 富士丸 号

加部 Mai 号



11
／
3
（日）

 8:15 選手受付

 8:45 ノミネート選手スタンバイ

 9:00 選手入場／メダル授与式／2012レディースチャンピオンカップ・2012フリーフライトチャンピオンカップ返還

 9:25 開会式

 9:45 グランドチャンピオンシップセミファイナル 予選1Ｒ①

11:00 新潟市長 来賓

11:20 グランドチャンピオンシップセミファイナル 予選1Ｒ②

12:35 フリーフライトチャンピオンシップ 予選2ndステージ

13:10 グランドチャンピオンシップセミファイナル 予選2Ｒ①

14:25 グランドチャンピオンシップセミファイナル 予選2Ｒ②

15:40 レディースチャンピオンシップ 決勝（7チーム）

16:05 表彰式・閉会式

16:20 終了

 9:45 フリーフライト 練習解放（15分間）

10:15 フリーフライトチャンピオンシップ 予選1stステージ

11:20 レディースチャンピオンシップ 予選1Ｒ①

12:15 レディースチャンピオンシップ 予選1Ｒ②

13:30 レディースチャンピオンシップ 予選2Ｒ①

14:25 レディースチャンピオンシップ 予選2Ｒ②

15:20 終了

11:45 フリーフライト 練習解放（15分間）

13:30 各種目ヒート犬 予選1･2R

14:15 終了

11
／
2
（土）

A コ ー ト Ｂ コ ー ト Ｃ コ ー ト

 8:15 選手受付

 8:45 ノミネート選手スタンバイ

 9:00 選手入場／メダル授与式／ユースオープン優勝旗返還／2012ユースオープンチャンピオンカップ返還

 9:30 開会式

10:00 シニアドッグの部 予選1Ｒ

10:50 ペアの部 予選1Ｒ①

11:20 ペアの部 予選1Ｒ②

11:50 ユースオープンの部 予選2Ｒ①

12:45 ユースオープンの部 予選2Ｒ②

13:40 ユースオープンの部 予選2Ｒ③

 ユースオープンの部 団体戦 決勝（ 　　　）

14:40
 シニアドッグの部 決勝（5チーム）

 ペアの部　 決勝（5チーム）

 ユースオープンの部 個人戦 決勝（3チーム）

16:00 表彰式・閉会式

16:30 終了

10:00 ユースオープンの部 予選1Ｒ①

10:55 ユースオープンの部 予選1Ｒ②

11:50 ユースオープンの部 予選1Ｒ③

12:50 シニアドッグの部 予選2Ｒ

13:40 終了

10:00 記念大会（ハンディキャップ制） 予選1Ｒ①

10:55 記念大会（ハンディキャップ制） 予選1Ｒ②

12:15 各種目ヒート犬 予選1･2R

12:45 記念大会（ハンディキャップ制） 予選2Ｒ①

13:40 記念大会（ハンディキャップ制） 予選2Ｒ②

14:35 記念大会（ハンディキャップ制） 決勝（3チーム）

14:50 終了

2013年度 表彰式典・ウェルカムパーティー
●●会場：ホテル イタリア軒（新潟市中央区西堀7番1574 TEL.025-224-5111）
●時間：《2013年度 表彰式典》　18：30～19：45
　　　　《ウェルカムパーティー》　20：00～21：30
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３団体
12チーム

11
／
4
（月）

 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／2012グランドチャンピオンカップ返還／2012スモールドッグチャンピオンカップ返還

 8:45 開会式

 9:10 グランドチャンピオンシップファイナルラウンド 予選1Ｒ①

10:00 グランドチャンピオンシップファイナルラウンド 予選1Ｒ②

10:45 グランドチャンピオンシップファイナルラウンド 予選1Ｒ③

12:00 グランドチャンピオンシップファイナルラウンド 予選2Ｒ①

12:50 グランドチャンピオンシップファイナルラウンド 予選2Ｒ②

13:35 グランドチャンピオンシップファイナルラウンド 予選2Ｒ③

14:30 スモールドッグチャンピオンシップ 決勝（5チーム）

 グランドチャンピオンシップグランドファイナル 決勝（7チーム）

15:15 表彰式・閉会式

15:40 終了

 9:30 スモールドッグチャンピオンシップ 予選1Ｒ①

10:15 スモールドッグチャンピオンシップ 予選1Ｒ②

12:15 スモールドッグチャンピオンシップ 予選2Ｒ①

13:00 スモールドッグチャンピオンシップ 予選2Ｒ②

13:45 終了

 11:15 各種目ヒート犬 予選1･2R

11:45 終了

● TIME SCHEDULE ････････････････････････････



大規模集会から各種会合『お弁当･お食事』の事ならお任せ下さい｡
●●弁当・料理の製造販売
●委託給食運営（社員食堂・保育園・デイサービス等）
●各種ケータリング（出張パーティー・ドリンクサービス等）
●雨天対応ご相談下さいませ。

〒950-1101　新潟市西区山田 2310-1

TEL.025-201-2210
　　　　　　　　　　　　HP　http://www.kamiya3.jp
FAX.025-201-2220

№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 －は、出場辞退チーム№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地
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○ シニアドッグの部 チャンピオン決定戦 年間ランキング上位25チーム 
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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。

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 深谷　浩之 TIGA ウィペット 岐阜県

 2☆ 宮迫　裕二 TRAD ボーダーコリー 京都府

 3 東條　浩一 ライズ ボーダーコリー 三重県

 4 磯部　輝代 ガンジー ボーダーコリー 東京都

 5 山口　朋孝 Rusty ボーダーコリー 兵庫県

 6 助定　潤司 モナ ボーダーコリー 兵庫県

 7 河野　和則 ラブ ラブラドール 大阪府

 8 瀧浦　慶郎 エール ボーダーコリー 大阪府

 9 本郷　雅英 楽ら ラブラドール 富山県

 10 中川　剛彦 凛子 ボーダーコリー 広島県

 11 杉本　繁郎 555 ボーダーコリー 北海道

 12 伊奈　祐次 グラン ボーダーコリー 愛知県

 13 中村　清則 JACK ボーダーコリー 宮城県

 14 空野　正志 さいら ラブラドール 兵庫県

 15 後藤　公彦 雅楽 ボーダーコリー 埼玉県

 16 市川　　宏 リィヤ ボーダーコリー 宮城県

 － 崎山　真里 岳 ボーダーコリー 山梨県

 18 稲葉　秀昭 みんちょ ボーダーコリー 滋賀県

 19 田中　勝則 遼 ボーダーコリー 千葉県

 20 杉田　健司 ドビー ボーダーコリー 三重県

 21 橋間　正信 Ｊ ウィペット 東京都

 22 上野平　寛 LEON ボーダーコリー 佐賀県

 23 吉川　正彦 VODKA Ａシェパード 兵庫県

 24 松本　　毅 NOEL ボーダーコリー 青森県

 25 薮本　　健 ワイルドターキー ボーダーコリー 福井県

☆は、2012年度シニアドッグの部チャンピオン
－は、出場辞退チーム

新潟市長杯

画像・映像・情報コーディネーター

コニカミノルタデジタル複合機・印刷機・ＡＶ機器・メディカル機器・写真機材

■本　社　新潟市江南区亀田工業団地1-2-13　a025-383-3304

■上　越　上越市栄町２-５-７　　　　　　　a025-543-6119

■長   岡　長岡市三ツ郷屋町387-1　a0258-28-4705

■新発田　新発田市富塚町2-17-5　  a0254-23-5802
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2013.11.2（SAT）　出場リスト

－は、出場辞退チーム

○ ペアの部 チャンピオン決定戦 年間ランキング上位20チーム
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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。

使用コートはオープンコート。

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。

№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 № 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地

  池谷愛美子   
 14  LIO ボーダーコリー 埼玉県
  池谷　岳人   
     
  福尾　美穂   
 －  GOKOO ＮＺヘディングドッグ 岡山県
  佐々木泰彦   
     
  村井知恵美   
 16  ハグ Ａシェパード 滋賀県
  村井　哲也   
     
  中川　祐子   
 17  ヴィグラス ボーダーコリー 茨城県
  中川　成人   
     
  栗原　孝子   
 18  アビィ ＮＺヘディングドッグ 東京都
  平岡　啓子   
     
  青田　恵子   
 19  瑠璃 ボーダーコリー 兵庫県
  山口　朋孝   
     
  河野さつき   
 20  ベル ラブラドール 大阪府
  河野　和則   
     

  天野　佳子   
 1  杏 ボーダーコリー 東京都
  浅田　潤也   
     
  川嶋　久美   
 2  SWAN ボーダーコリー 福岡県
  吉武　竜司   
     
  柏木真理子   
 3  セロリ ボーダーコリー 埼玉県
  山王　克宏   
     
  増田　真代   
 4  虎二郎 Ａシェパード 東京都
  増田　　健   
     
  高橋　未夢   
 5  Jacky ボーダーコリー 静岡県
  五島　　保   
     
  永田　明美   
 6  Mike Reinbach ボーダーコリー 宮城県
  永田　　亨   
     
  菊地　敦子   
 7  琥珀 ボーダーコリー 青森県
  菊地　浩樹   
     
  中村　信子   
 8  Watts ウィペット 千葉県
  中村　裕司   
     
  杉田　春美   
 9  オレオ ボーダーコリー 滋賀県
  内田　宗義   
     
  西澤　由美   
 10  Hearty ボーダーコリー 長野県
  西澤　　衛

  三五　淑子   
 11  アーニー ノバスコシア 新潟県
  三五　　均   
     
  藁品　恵子   
 12  マチャマチャ Ａシェパード 東京都
  藁品　隆章   
     
  西澤　由美   
 13  Lovey ボーダーコリー 長野県
  西澤　　衛   
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○ コニカミノルタNC杯 ユースオープンの部 チャンピオン決定戦
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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。団体の部は各都道府県から最大４
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（12 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、“個人戦”は、予選ラウンド合計上位 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。

ブロック № 氏　　名 犬　名 犬　　種ブロック № 氏　　名 犬　名 犬　　種 ランキングランキング
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新潟市長杯

千葉県 1 若狹　輝光 妖女 ラブラドール 47

 2 橋本　　敦 tetsu ボーダーコリー 51

 3 菊池　順也 はな ミックス 73

 4 二本柳真奈実 Cherrn ラブラドール 95

 5 中村　優斗 Charo ボーダーコリー 4

 6 大野　成也 アイル ボーダーコリー 55

 7 平岩　美紀 AQUA ボーダーコリー 91

 8 平岩　謙二 AQUA ボーダーコリー 110

 9 菅野欣一郎 グラム ボーダーコリー 43

 10 橋口　　智 ラブ ボーダーコリー 156

 11 星川　健一 テリー ボーダーコリー 164

 12 山口まゆみ COCO ボーダーコリー 171

 13 磯上　淳子 Leo ボーダーコリー 122

 14 所　　丈美 ラッキー ボーダーコリー 21

 15 稲垣　知子 BUDDY ラブラドール 48

 16 鈴木奈保美 ジェット ボーダーコリー 147

 17 鈴木　健一 TOY ボーダーコリー 150

 18 福田　公彦 礼 ボーダーコリー 9

 19 石川喜久男 ライヴ ストロングアイ 7

 20 石川　恵子 リンク ボーダーコリー 11

 21 加藤　昌宏 Little X ジョア Ａシェパード 13

 22 今井　照明 武蔵 Ｗシェパード 17

 23 池谷　岳人 LIO ボーダーコリー 23

 24 小峰　　泉 みぞれ ボーダーコリー 28

 25 今井　照明 鬼平 Ｗｼｪﾊﾟｰﾄﾞ 40

 26 大石　邦晶 Kerry ラブラドール 100

 27 大野　幸二 紅羽 ボーダーコリー 19

 28 水野　　潤 太陽 ボーダーコリー 32

 29 宇佐美友美 Sara ウィペット 36

 30 藁品　恵子 マチャマチャ Ａシェパード 63

 31 赤嶋　梨恵 Milky ボーダーコリー 67

 32 橋間　　優 風地 ウィペット 69

 33 森田　博幸 エース ボーダーコリー 77

 34 芝田　佳三 アルファ ボーダーコリー 5

 35 石井　将司 はち ボーダーコリー 27

 36 黒岩　正樹 かぼす ボーダーコリー 33

 37 石井　将司 いち ボーダーコリー 39

 38 渡辺　立志 帆奈 ボーダーコリー 74

 39 三五　　均 NIKE ボーダーコリー 87

 40 宮越　芳信 なお ボーダーコリー 92

 41 近藤　吉晴 サリー ミックス 132

 42 藤井　勝明 朱雀 ボーダーコリー 18

 43 本郷　雅英 楽ら ラブラドール 20

 44 四十野　亨 まり ボーダーコリー 107

 45 四十野裕美 まり ボーダーコリー 144

 46 山本　幸基 Rex ボーダーコリー 12

 47 篠﨑　　亮 菊一 ウィペット 24

 48 長谷川洋介 レイ ボーダーコリー 37

 49 山口　美和 MORPHEUS ボーダーコリー 101
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団体戦：都道府県ランキング上位４チーム／個人戦：年間ランキング上位80チームおよび団体戦（4チーム）に満たない県代表
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 50 西澤　　衛 Meteor Ａシェパード 6

 51 植田　昌広 KAI ボーダーコリー 8

 52 西澤　由美 Marvy ボーダーコリー 26

 53 植田さやか KAI ボーダーコリー 151

 54 深谷　浩之 小夜 ウィペット 1

 55 深谷　浩之 天功 ウィペット 14

 56 深谷　里美 九十九 ウィペット 41

 57 伊藤　嘉信 しおん ボーダーコリー 54

 58 新津　芳博 グリスン ベル ボーダーコリー 56

 59 高橋久里子 cheburashka バーニーズＭＤ 74

 60 安達由美子 あっしゅ ボルゾイ 170

 61 亀井　伸介 Quark ボーダーコリー 31

 62 東條　浩一 きらり ボーダーコリー 45

 63 西村　久志 フィックス ボーダーコリー 49

 64 小田　高弘 優 ボーダーコリー 58

 65 小田　高弘 アイル ボーダーコリー 70

 66 村井　哲也 ハグ Ａシェパード 61

 67 村井知恵美 ニコ Ａシェパード 78

 68 内田　宗義 クッキー ボーダーコリー 117

 69 由上　南美 志麻 ボーダーコリー 29

 70 松尾　　実 アイラ Ａシェパード 38

 71 石川誠一郎 LEON ボーダーコリー 60

 72 荻野　隆行 仁 ボーダーコリー 71

 73 上田　隆行 桜子 ゴールデン 42

 74 上田　光子 桃子 ゴールデン 64

 75 斉藤　裕子 Lino ボーダーコリー 65

 76 岡本　行央 ラン ボーダーコリー 109

 77 神林　康幸 Will ボーダーコリー 88

 78 古奥やすお りく ボーダーコリー 2

 79 大下　一成 GRACE ボーダーコリー 59

 80 大下　由香 GRACE ボーダーコリー 76

 81 古奥　理佳 りく ボーダーコリー 108

 82 吉武　竜司 Mira ボーダーコリー 3

 83 四方田　竜 SOL ボーダーコリー 10

 84 柴村　亮佑 CHARIS ボーダーコリー 16

 85 川嶋　久美 SWAN ボーダーコリー 30

 86 一柳　浩一 くろべぇ ミックス 22

 87 上野平ミユキ 華蓮 ボーダーコリー 89

 88 岡山　伸一 マリー ボーダーコリー 44■は個人戦の部チャンピオン決定戦としての出場チーム
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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公式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。

○ レディースチャンピオンシップ 年間ランキング上位60チーム

 1 松尾　直美 AERA ボーダーコリー 長崎県

 2 高橋　純代 Iris ボーダーコリー 神奈川県

 3 荻野　明美 蓮 ボーダーコリー 大阪府

 4 中西　香里 ふぁん太 ボーダーコリー 大阪府

 5 北川　伊織 シルフィー ボーダーコリー 奈良県

 6 柏木真理子 CLIFFORD ボーダーコリー 青森県

 7 石渡由美子 Dione ボーダーコリー 神奈川県

 8 川嶋　久美 SWAN ボーダーコリー 福岡県

 9 天野　佳子 杏 ボーダーコリー 東京都

 10 佐藤真理子 藍 ボーダーコリー 岩手県

 11 伊藤微笑子 しおん ボーダーコリー 岐阜県

 12 高木のどか ロビン ボーダーコリー 東京都

 13 木田　和夏 Jewel ボーダーコリー 大阪府

 14 杉本　恵子 Pilica Kamuy ボーダーコリー 北海道

 15 菅野　洋子 ウィンディー ボーダーコリー 山形県

 16 間　　美加 Kris-S ボーダーコリー 福岡県

 17 福田　智穂 アーシュ ウィペット 東京都

 18 高橋　未夢 rosy ボーダーコリー 神奈川県

 19 長嶋こずえ GABEL ボーダーコリー 埼玉県

 20 高橋　未夢 綱手 ボーダーコリー 神奈川県

 21 三五　祐子 NIKE ボーダーコリー 新潟県

 22 斉藤　裕子 Serieux ボーダーコリー 兵庫県

 23 瀧浦　容子 エール ボーダーコリー 大阪府

 24 高桑　真紀 Ｂ ボーダーコリー 大阪府

 25 中川　由美 瑠可 ボーダーコリー 広島県

 26 泉澤　順子 華蓮 ボーダーコリー 岩手県

 27 保宗　幸子 くくる ボーダーコリー 兵庫県

 28 杉田　春美 ドビー ボーダーコリー 三重県

 29 栗原　孝子 アビィ ＮＺヘディングドッグ 東京都

 30 青田　恵子 瑠璃 ボーダーコリー 兵庫県

 31 牧内　裕香 JESSICA ボーダーコリー 東京都

 32 八幡　　恵 沙毘 ボーダーコリー 岩手県

 33 間　　美加 Tachyon ボーダーコリー 福岡県

 34 上田　光子 桜子 ゴールデン 兵庫県

 35 高木　里美 ロビン ボーダーコリー 東京都

 36 柏木真理子 KAIN ボーダーコリー 青森県

 37 清田　由香 じーた ボーダーコリー 神奈川県

 38 磯部　輝代 富士 ボーダーコリー 東京都

 39 四方田暁美 Luce ボーダーコリー 福岡県

 40 青田　恵子 LIKE ボーダーコリー 兵庫県

 41 荻野　明美 みずき ラブラドール 大阪府

 42 小松崎優美 リヴ ボーダーコリー 茨城県

 43 木下ゆみえ REO ボーダーコリー 兵庫県

 44 成田　千恵 Milan ボーダーコリー 北海道

 45 石渡由美子 Yukky ボーダーコリー 神奈川県

 46 間　　美加 Deep Sky ボーダーコリー 福岡県

 47 岩下　理佐 ヨギ ボーダーコリー 鹿児島県

 48 伊原　博美 ANDY ボーダーコリー 千葉県

 49 湯本　紀子 ルディ･エクレール ボーダーコリー 栃木県

 50 外崎　玲子 aprilia ボーダーコリー 山梨県

 51 佐野美由紀 烈火 ボーダーコリー 東京都

 52 吉川　麻絵 ライル ウィペット 茨城県

 53 外崎　玲子 パルカ ボーダーコリー 山梨県

 54 平岡　喜代 卑弥呼 ミックス 奈良県

 55 間　　美加 Digital ボーダーコリー 福岡県

 56 四方田暁美 SOL ボーダーコリー 福岡県

 57 斉藤真由美 未来 ボーダーコリー 宮城県

 58 松尾　清美 アイラ Ａシェパード 大阪府

 59 高橋　恵美 ロビン ボーダーコリー 埼玉県

 60 深谷　里美 九十九 ウィペット 岐阜県

№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 № 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地

新潟市長杯
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○ フリーフライトチャンピオンシップ 年間ランキング上位17チーム

5 ～ 7 枚のフリスビーを使用して、音楽に合わせて様々なトリック（技）を行い、その正確性や難易度を競うのが、『フリーフライト競技』です。

様々な投げ方でスローされた（トリックスロー）フリスビーを、 宙返りをしながらのキャッチ（フリップ）や、 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）などのキャッチを組み合わせ、 音楽に乗せて自由に演技を行い、 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。

 1☆ 澤　　幹子 AILA ボーダーコリー 大阪府

 2 川又奈緒美 らびゅ ボーダーコリー 東京都

 3 間　　美加 Digital ボーダーコリー 福岡県

 4 澤　　幹子 SID ボーダーコリー 大阪府

 5 南　　浩一 GLORY ボーダーコリー 兵庫県

 6 菅野欣一郎 リージェイ ボーダーコリー 山形県

 7 田渕　義博 SOPHIA ボーダーコリー 京都府

 8 橋間　正信 雷地 ウィペット 東京都

 － 小林真由美 SAFARI ジャックラッセル 神奈川県

 10 新津　芳博 Wild Leo ボーダーコリー 静岡県

 11 新津　芳博 グリスン ベル ボーダーコリー 静岡県

☆は、2012年度フリーフライトチャンピオン
－は、出場辞退チーム

●は、会長特別枠　　

№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地

○ グランドチャンピオンシップ セミファイナルラウンド 上位20チームがファイナルラウンド出場 

 51 川野辺　正 七海 ラブラドール 茨城県

 52 正木　成人 阿修羅 ＮＺヘディングドッグ 奈良県

 － 山本　栄治 BUDDY ＮＺヘディングドッグ 兵庫県

 54 小諸　一男 舞 ボーダーコリー 新潟県

 55 志村　博文 Rossi ボーダーコリー 山梨県

 56 高橋　毅一 vogue ボーダーコリー 神奈川県

 57 加藤　智一 DOKINちゃん ボーダーコリー 宮城県

 58 木田　伸弥 FLY ボーダーコリー 大阪府

 59 中川　剛彦 凛子 ボーダーコリー 広島県

 60 松尾　　至 ＡＥＲＡ ボーダーコリー 長崎県

 61 小堀　清和 Kelly Slater ボーダーコリー 千葉県

 62 飯島　雄介 SORA ボーダーコリー 神奈川県

 63 山田　　仁 エルダ ラブラドール 新潟県

 64 宮迫　裕二 RALPH ボーダーコリー 京都府

 65 吉川　英治 ライル ウィペット 茨城県

 66 西前まな美 SUN ボーダーコリー 熊本県

 67 青田　好史 Hearty Bond ボーダーコリー 兵庫県

 68 福田　吉宏 アーシュ ウィペット 東京都

 － 荻野　隆行 くらら ラブラドール 大阪府

 70 田口　京介 フレイヤ ボーダーコリー 福岡県

 71 湯本　　智 ルディ･エクレール ボーダーコリー 栃木県

 72 湯本　　智 ロビン ボーダーコリー 栃木県

 73 谷越久仁夫 環菜 ボーダーコリー 岩手県

 74 深谷　浩之 Ｘ ウィペット 岐阜県

 75 成田　征司 Milan ボーダーコリー 北海道

 76 上田　　彰 Cross ボーダーコリー 大阪府

 77 川崎　良輝 KANSAI ラブラドール 兵庫県

 78 藁品　隆章 マチャマチャ Ａシェパード 東京都

 79 川野辺　正 波平 ラブラドール 茨城県

 80 杉本　繁郎 ラーチ ボーダーコリー 北海道

 81 小井　　正 リベニーノ ボーダーコリー 大阪府

 82 上野平　寛 華蓮 ボーダーコリー 佐賀県

 83 渡辺　立志 バディ　レイ ボーダーコリー 新潟県

 84 今村　武史 Mercury ボーダーコリー 大阪府

 85 小祝　英二 Bumblebee ボーダーコリー 茨城県

 86 佐藤　　健 本気 ボーダーコリー 山形県

 87 牧内　　章 JESSICA ボーダーコリー 東京都

 88 川崎　良輝 HYOGO ラブラドール 兵庫県

 89 江村　康秀 RAYS ボーダーコリー 静岡県

 90 友田　雅美 エミュー ボーダーコリー 奈良県

 91● 高橋　孝典 ティル ストロングアイ 埼玉県

 92● 川崎　良輝 SANMIYA ラブラドール 兵庫県

 93● 荻野　隆行 蓮 ボーダーコリー 大阪府

 94● 山口　朋孝 龍馬 ボーダーコリー 兵庫県
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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公式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。

●第2ノミネート（年間ランキング51～90位）

－は、出場辞退チーム



№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 № 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地
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 1 鹿島　英彦 リフェル ボストンテリア 兵庫県

 2 渥美ひとみ 毬菜 シェルティ 滋賀県

 3 三ケ田鈴香 サード ジャックラッセル 静岡県

 4 三ケ田達也 キャッチャー ジャックラッセル 静岡県

 5 加藤　智一 ボルト ウェルシュコーギー 宮城県

 6 上野平　寛 セフィーロス ジャックラッセル 佐賀県

 7 林　　健治 あとらす ウェルシュコーギー 三重県

 8 榎硲　博昭 銀次郎 ミックス 大阪府

 9 桐山　一宏 COSTA ジャックラッセル 新潟県

 10 神林　里子 Jack ウェルシュコーギー 奈良県

 11 平岡　喜代 百子 柴犬 奈良県

 12 古奥やすお そら ウェルシュコーギー 広島県

 13☆ 土田　雅志 栗の介 ウェルシュコーギー 埼玉県

 14 塚本　貴志 ベッキー ウェルシュコーギー 大阪府

 15 黒田　由実 華 ウェルシュコーギー 愛知県

 16 福原　芳郎 来夢 ジャックラッセル 兵庫県

 17 藤田　浩子 マイロ ジャックラッセル 奈良県

 18 島崎　哲也 ちゃんぷ ブルテリア 東京都

 19 畔出　裕隆 Brian ジャックラッセル 東京都

 20 畔出　裕隆 Tenpoint ジャックラッセル 東京都

№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 № 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地

 21 岩下　理佐 RION ウェルシュコーギー 鹿児島県

 22 鎌田　義明 ナッツ ウェルシュコーギー 大分県

 23 成田　征司 リッピ ウェルシュコーギー 北海道

 24 内田　久夫 アトム ヨークシャテリア 栃木県

 25 石川　理絵 bibi ウェルシュコーギー 大阪府

 26 山本　憲斉 我闘 ウェルシュコーギー 兵庫県

 27 平岡　喜代 十夢 ビーグル 奈良県

 28 鹿島美登里 フィスパ ボストンテリア 兵庫県

 29 渥美ひとみ 麗菜 シェルティ 滋賀県

 30 山本　真衣 ナイル ウェルシュコーギー 兵庫県

 31 宮沢　健一 月 ジャックラッセル 長野県

 32 植田　昌広 VICKE ボーダーコリー 長野県

 33 藤田　浩子 オーティス ジャックラッセル 奈良県

 34 越村　義彦 大和 ボーダーコリー 石川県

 35 塚本　真矢 ベッキー ウェルシュコーギー 大阪府

 36 桐山　一宏 FULLIT ジャックラッセル 新潟県

 － 岡　　博美 アンジー ジャックラッセル 大阪府

 38 田村　敬子 サスケ ジャックラッセル 山形県

 39 安達由美子 まめた ウェルシュコーギー 愛知県

 － 横山　俊之 サフィー シェルティ 岡山県

○ スモールドッグチャンピオンシップ 年間ランキング上位40チーム
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体高 45cm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公式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。

新潟市長杯
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☆は、2012年度スモールドッグチャンピオン
－は、出場辞退チーム



№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 № 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地

2013.11.4（MON）　出場リスト

☆は、2012年度グランドチャンピオン

 26 中村　清則 Charo ボーダーコリー 宮城県

 27 谷越　雪絵 環菜 ボーダーコリー 岩手県

 28 菊地　浩樹 琥珀 ボーダーコリー 青森県

 29 山本　浩隆 ハルキ ボーダーコリー 秋田県

 30 北川　安洋 シルフィー ボーダーコリー 奈良県

 31 稲葉　秀昭 フェスタ ボーダーコリー 滋賀県

 32 小堀　清和 Twister ボーダーコリー 千葉県

 33 渋谷　　功 疾風 ボーダーコリー 岡山県

 34 田渕　義博 SOPHIA ボーダーコリー 京都府

 35 長谷　哲哉 梵天丸 ボーダーコリー 兵庫県

 36 五十嵐拓也 Barca ボーダーコリー 石川県

 37 島本　圭悟 Beak ボーダーコリー 徳島県

 38 友田　雅美 ミルト ＮＺヘディングドッグ 奈良県

 39 山王　克宏 セロリ ボーダーコリー 埼玉県

 40 小川真由美 James Moriarty ボーダーコリー 静岡県

 40 山田　　仁 ウーパー ウィペット 新潟県

 42 杉本　繁郎 Pilica Kamuy ボーダーコリー 北海道

 43 永田　明美 MikeReinbach ボーダーコリー 宮城県

 44 畑中　松雄 シューター ボーダーコリー 三重県

 45 田中　勝則 巡 ボーダーコリー 千葉県

 46 佐野　貴敏 花恋 ボーダーコリー 東京都

 47 大谷　光浩 るっちょ ボーダーコリー 東京都

 48 福島　則行 ルーカス ボーダーコリー 東京都

 49 永田　　亨 MikeReinbach ボーダーコリー 宮城県

 50 外崎　　晃 aprilia ボーダーコリー 山梨県

●第1ノミネート（年間ランキング上位1～50位）

○ グランドチャンピオンシップ ファイナルラウンド 年間ランキング上位50チーム＋セミファイナル上位20チーム 
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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公式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。
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 1 福尾　光一 GOKOO ＮＺヘディングドッグ 岡山県

 2 浅田　潤也 ルティルナ ボーダーコリー 東京都

 3 山王　克宏 パセリ ボーダーコリー 埼玉県

 4 増田　　健 虎二郎 Ａシェパード 東京都

 5 北川　安洋 ソニック ストロングアイ 奈良県

 6 吉武　竜司 Stella ボーダーコリー 福岡県

 7 菊地　敦子 珊瑚 ボーダーコリー 青森県

 8 川崎　忠男 Kicca ボーダーコリー 静岡県

 9 市川　雅士 Mimosa ボーダーコリー 静岡県

 10 三本　欽麗 Pallas Athena ボーダーコリー 東京都

 11 木田　和夏 Little Navajo ボーダーコリー 大阪府

 12 永田　　亨 WillieKirkland ボーダーコリー 宮城県

 13 島本　圭悟 Lark ボーダーコリー 徳島県

 14 須貝ひとみ Lien ボーダーコリー 岐阜県

 15 鈴木　武司 Samos Couga ボーダーコリー 千葉県

 16 深谷　浩之 TIGA ウィペット 岐阜県

 17 助定　潤司 雷 ウィペット 兵庫県

 18 四方田　竜 Luce ボーダーコリー 福岡県

 19 須貝　信也 Lien ボーダーコリー 岐阜県

 20 五島　　保 Jacky ボーダーコリー 静岡県

 21 深見　秀隆 Cuore ボーダーコリー 岐阜県

 22 山本　孝治 ミミ ＮＺヘディングドッグ 兵庫県

 23 吉野　義一 ハリー ＮＺヘディングドッグ 熊本県

 24☆ 石渡　紀章 Yukky ボーダーコリー 神奈川県

 25 松尾　　至 NOVA ボーダーコリー 長崎県

●セミファイナルラウンド 上位20チーム+α

№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 № 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地
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TRAINING MANUAL
Let'sLet's
Try!Try!
Let'sLet's
Try!Try!
Let's
Try!

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。

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。

5
手に持ったまま咥えさせる
「テイク」という練習です。

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。

ふちが上を向いて
咥えやすい。

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。

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。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。 大会参加は

もうすぐです。
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  ○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。

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 240 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。

一般の愛犬家の間でも、フリスビーさえあればできる愛犬との楽しいスポーツとして、競技人口も増えています。

またフリスビードッグの中には愛犬に必要なしつけがすべて含まれているため、スポーツとしてはもちろん、愛
犬の「しつけ」の面においても学んでいただけます。

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.025-280-1156

日本フリスビードッグ協会

〒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
URL：http://www.frisbeedog.co.jp/
関 西 本 部 http://jfa-kansai.oops.jp/

千 葉 支 部 http://blog.goo.ne.jp/jfachiba/

東 京 支 部 ホームページは開設しておりません。

兵 庫 支 部 http://www.bunbun-tails.jp/jfa-hyogo/

岡 山 支 部 ホームページは開設しておりません。

三 重 支 部 ホームページは開設しておりません。 
奈 良 支 部 http://www.jfa-nara.sub.jp/

京 都 支 部 http://www12.ocn.ne.jp/̃tabuchi/11.html

和 歌山支部 http://www.cypress.ne.jp/jfa-wakayama/

福 岡 支 部 http://ruber.bbs.fc2.com/

熊 本 支 部 http://www.geocities.jp/jfa_club_kumamoto/

クラブ札幌 http://paw662.wix.com/jfa-club-sapporo-

ク ラブ仙台 http://jfa.club-sendai.org/

クラブ三重 http://www.nava21.ne.jp/̃toshi1/clubmie/

北海道事務局 http://www.dog-stock.com/

愛知事務局
長崎事務局

JAPAN FRISBEE DOG ASSOCIATION

本
部

公
認
本
部
・
支
部
・
ク
ラ
ブ

事
務
局

http://www.frisbeedog.co.jp/hp-data/school/

トレー
ニング
ペット

ホテル
トリミ

ング
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