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10/21(土)
  7:15 選手受付

  8:00 ノミネート選手スタンバイ

  8:15 選手入場／授与式／ユースオールカマー優勝旗返還／チャンピオンカップ返還

  8:35 開会式

  9:10 ユースオールカマー日本一決定戦 予選1R① 9:10 シニアドッグの部 予選1R

  9:50  ユースオールカマー日本一決定戦 予選1R② 10:10 フリーフライトD-1MAX 1stステージ

 10:30 ペアの部 予選R 11:25 ユースオールカマー日本一決定戦 予選2R①

 11:20 シニアドッグの部 予選2R 12:05 ユースオールカマー日本一決定戦 予選2R②

 12:20 フリーフライトD-1MAX 2ndステージ 12:45 各種目 ヒート犬の部 予選R

 13:20 シニアドッグの部 決勝（5+α） 13:05 終了

  ペアの部 決勝（3+α）

  ユースオールカマー日本一決定戦 個人決勝（5+α）

 14:40 表彰式・閉会式

 15:15 終了

 15:45 記念大会 （最終敗者復活戦含む）

10/22(日)
  7:15 選手受付

  8:00 ノミネート選手スタンバイ

  8:15 選手入場／授与式／チャンピオンカップ返還

  8:35 開会式

  9:10 スモールドッグチャンピオンシップ 予選1R① 9:10 グランドチャンピオンシップ 予選2R①

  9:45 スモールドッグチャンピオンシップ 予選1R②  9:50 グランドチャンピオンシップ 予選2R②

 10:20 レディースチャンピオンシップ 予選1R① 10:30 グランドチャンピオンシップ 予選2R③

 11:05 レディースチャンピオンシップ 予選1R② 11:10 インターバル

 11:50 インターバル  11:20 スモールドッグチャンピオンシップ 予選2R①

 12:00 グランドチャンピオンシップ 予選2R① 11:55 スモールドッグチャンピオンシップ 予選2R②

 12:40 グランドチャンピオンシップ 予選2R② 12:30 レディースチャンピオンシップ 予選2R①

 13:20 グランドチャンピオンシップ 予選2R③ 13:15 レディースチャンピオンシップ 予選2R② 

 14:00 インターバル  14:00 各種目 ヒート犬の部

 14:20 スモールドッグチャンピオンシップ 決勝（5+α） 14:20 終了

  レディースチャンピオンシップ 決勝（7+α）

  グランドチャンピオンシップ 決勝（7+α）

 15:30 表彰式・閉会式

 16:00 終了
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第24回 GRAND CHAMPIONSHIP
JAPAN FINAL 2017 in 越後川口

●会場 えちご川口交流体験館 『杜のかたらい』
 新潟県長岡市川口町大字中山2536-12
 TEL.0258-89-2119（　　　　　　）
●時間 19：00～20：00（予定）／開場：18：30（予定）  

日本フリスビードッグ協会
2017年度 表彰式典

直接のお問い合わせは
ご遠慮ください。



○ ユースオールカマーチャンピオンシップ 

★は、2017年度 リージョナルチャンピオン
☆は、2017年度 年間（ポイント）チャンピオン

■■は、団体戦出場チーム
※2017年度ユースオールカマー選手権団体戦は 青森県／千葉県／石川県／
　大阪府／福岡県にて行います。

●第3リージョン
（群馬県 / 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 長野県）

№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 ランキング

 ★1 五十嵐祐香 Lilli ボーダーコリー 新潟県 29

 2 越村　義彦 銀河 ボーダーコリー 石川県 30

 3 本郷　雅英 笑み ラブラドール 富山県 31

 4 気谷　　梢 ニコラ ボーダーコリー 石川県 40

 5 越村　妙子 銀河 ボーダーコリー 石川県 42

 6 越村　義彦 連山 ボーダーコリー 石川県 51

 7 三五　　均 KAYLA ボーダーコリー 新潟県 58

№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 ランキング

 1 古奥やすお りく ボーダーコリー 広島県 5

 ★3 上田　昌二 雫 ボーダーコリー 兵庫県 48

●第6リージョン
（兵庫県/ 鳥取県/ 島根県/ 岡山県/ 広島県/ 香川県/ 高知県/ 徳島県/ 愛媛県）

●第7リージョン
（山口県/ 福岡県/ 佐賀県/ 長崎県/ 大分県/ 熊本県/ 宮崎県/ 鹿児島県/ 沖縄県）

№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 ランキング

 ★☆1 一柳　浩一 でとねぇ ボーダーコリー 佐賀県 1

 2 吉武　竜司 LUSH ボーダーコリー 福岡県 2

 3 須藤　貞樹 バディ ミックス 長崎県 7

 5 紙漉　祐次 sheryl ボーダーコリー 福岡県 11

 6 遠山　璃恩 GENTIL ＮＺヘディングドッグ 熊本県 14

 7 吉武まな美 LUSH ボーダーコリー 福岡県 16

№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 ランキング

 ★1 迫田さやか Ratnaraj ボーダーコリー 大阪府 4

 3 山下　佳秀 三男坊リボン Ｅポインター 大阪府 19

 4 瀧浦　慶郎 翔 ボーダーコリー 大阪府 20

 6 山下　晋一 あもん ラブラドール 大阪府 24

●第5リージョン
（滋賀県 / 京都府 / 奈良県 / 和歌山県 / 大阪府）

№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 ランキング

 4 伊藤　嘉信 すぐり ボーダーコリー 岐阜県 38

 5 志村　博文 arc ボーダーコリー 山梨県 54

●第4リージョン
（山梨県 / 静岡県 / 愛知県 / 岐阜県 / 三重県）
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●JFA関西　　　●JFA千葉 ●JFA東京 ●JFA兵庫 ●JFA奈良

●三重支部 ●兵庫支部 ●岡山支部 ●福岡支部 ●熊本支部

●北海道事務局 ●東京事務局 ●富山事務局 ●長崎事務局

●クラブ札幌 ●クラブ仙台 ●クラブ和歌山

●統  括  本  部　　代表  山田　　仁
　　　　　　　　   　　　〒950-0993 新潟市中央区上所中2丁目1番6号 TEL.025-280-1256  FAX.025-280-1257

●西日本事務局　　加部　真巳（大阪府寝屋川市）

http://www.frisbeedog.co.jp/●日本フリスビードッグ協会についての　詳しい情報は、ホームページで！

個人戦●●各リージョンナルチャンピオン＋リージョナルチャンピオンを除く年間ランキング上位６チーム
団体戦●●各都道府県 上位3 チームまで
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出場リスト
2017.10.21(土）

●第1リージョン
（北海道 / 青森県 / 秋田県 / 岩手県 / 山形県 / 宮城県 / 福島県）

№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 ランキング

 1 鈴木　崇生 ありす ボーダーコリー 宮城県 10

 2 中川　靖之 空太 ボーダーコリー 北海道 18

 ★3 橋本　　敦 しんぺい ボーダーコリー 青森県 21

 4 笹原　剛之 ウアイラ ミックス 岩手県 25

 5 中川　靖之 なっちゃん ボーダーコリー 北海道 27

 6 二本柳真奈実 くノ一 ラブラドール 青森県 35

 7 松本　　毅 ETOILE ボーダーコリー 青森県 49

●第2リージョン
（栃木県 / 茨城県 / 千葉県 / 埼玉県 / 東京都 / 神奈川県）

№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 ランキング

 1 田澤　秀孝 グータン ボーダーコリー 東京都 3

 ★2 伊原　明良 Lara Croft ボーダーコリー 千葉県 13

 3 飯村　　聡 七海 ボーダーコリー 神奈川県 23

 4 増田　照明 主水 Ｗシェパード 埼玉県 26

 5 浅島　啓一 Arte ボーダーコリー 神奈川県 28

 6 茶山　若子 Giulietta ボーダーコリー 千葉県 39 

 7 茶山　若子 GLENLIVET ボーダーコリー 千葉県 70



＋敗者復活戦上位8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15チーム

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

  石川　理絵    
 9  Mia ボーダーコリー 大阪府
  宮迫　裕二   

  川田まなみ    
 －10  そら ボーダーコリー 兵庫県
  川田　　清    

  柏木真理子    
 11  PIESPORT ボーダーコリー 青森県
  山本　浩隆    

  間　　美加    
 12 　 Deep Sky ボーダーコリー 福岡県
  一柳　浩一    

  高橋　純代    
 13  鬼平 Ｗシェパード 埼玉県
  増田　照明    

  木田　和夏    
 14  Jewel ボーダーコリー 大阪府
  小西　英子    

  中辻　邦子    
 15 　 じゃが丸 ボーダーコリー 栃木県
  中辻　哲治
    
  一柳　孝子    
 16  くろべぇ ミックス 佐賀県
  一柳　浩一    

  鎌瀬美江子    
 1  SOL ボーダーコリー 福岡県
  四方田　竜
  　  
  鮫島　直美    
 2  秋風 ボーダーコリー 兵庫県
  小井　　正    

  杉田　春美    
 3  Rock ボーダーコリー 三重県
  西村　久志    

  高橋　未夢    
 4  綱手 ボーダーコリー 神奈川県
  和田　　瞳    
　
  池谷愛美子    
 5  シュナ ボーダーコリー 埼玉県
  山王　克宏    
　
  牧　　陽香    
 6  ソニック ストロングアイ 奈良県
  北川　安洋    
　
  松下　美空    
 7  時吹 ボーダーコリー 千葉県
  松下　幸喜    

  中川　祐子    
 8  ヴィグラス ボーダーコリー 茨城県
  中川　成人   

№ 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

○ 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30チーム 

 17 本郷　雅英 楽ら ラブラドール 富山県

 18 五十嵐香織 フレア ボーダーコリー 新潟県

 19 河野　和則 ベル ラブラドール 大阪府

 20 高橋真衣子 PORTIA ボーダーコリー 広島県

 21 川崎　良輝 HYOGO ラブラドール 兵庫県

 22 新津　芳博 Wild Leo ボーダーコリー 静岡県

 － 山田　　仁 ウーパー ウィペット 新潟県

 23 井上　孝良 青海 ラブラドール 大阪府 

 24 越村　義彦 大和 ボーダーコリー 石川県

 25 中村　清則 JACK ボーダーコリー 宮城県

 26 脇坂　隆之 空河 ボーダーコリー 北海道

 27 大石　邦晶 Buddy ラブラドール 千葉県

 － 山田　　仁 エルダ ラブラドール 新潟県

 28 高谷　俊匡 ちょい四郎 ラブラドール 青森県

 29 宮越　芳信 なお ボーダーコリー 新潟県

 30 菅野　洋子 リージェイ ボーダーコリー 山形県

 31 稲葉　秀昭 フェスタ ボーダーコリー 神奈川県

 1 山王　克宏 セロリ ボーダーコリー 埼玉県

 2 中川　剛彦 瑠可 ボーダーコリー 広島県

 －3 西前　　誠 SUN ボーダーコリー 熊本県

 4 池元　英彦 Funk ゴールデン 千葉県

 5 所　　丈美 ラッキー ボーダーコリー 栃木県

 6 大場　康之 デイジー ボーダーコリー 宮城県

 7 畑中　松雄 シューター ボーダーコリー 三重県

 － 友田　雅美 ルーテ ラブラドール 奈良県

 － 溝尾　雅広 SALAN ボーダーコリー 広島県

 8 大城　康弘 レオン ウィペット 長崎県

 9 西村　久志 フィックス ボーダーコリー 三重県

 10 飯村　　聡 六花 ボーダーコリー 神奈川県

 11 藁品　隆章 マチャマチャ Ａシェパード 東京都

 12 田口　京介 ゆめ ボーダーコリー 福岡県

 13 山本　聖文 クワン ゴールデン 千葉県

 14 柏原　克彦 ACUTO ボーダーコリー 大分県

 15 角田　智樹 虎次 ボーダーコリー 新潟県

 16 大谷　光浩 Dale ボーダーコリー 東京都 －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

○ フ リ ーフ ラ イト D－1 MAX チャンピオンシップ 年間ランキング上位17チーム

 1 澤　　幹子 ZORRA ボーダーコリー 大阪府

 2 間　　美加 Durandal ボーダーコリー 福岡県

 3 澤　　幹子 SID ボーダーコリー 大阪府

 4 川又奈緒美 月愛 ボーダーコリー 千葉県

 5 前野　　直 SKY ボーダーコリー 東京都

 6 石井　勝久 ブレイク Ａシェパード 大阪府

 7 平山　聖子 レディー・ガガ ラブラドール 大分県

 8 天野　佳子 杏 ボーダーコリー 東京都

 9 新津　芳博 グリスン ベル ボーダーコリー 静岡県

 10 新津　芳博 Wild Leo ボーダーコリー 静岡県

 11 羽田　宗春 藍瑠 ボーダーコリー 神奈川県

 12 菅野欣一郎 リージェイ ボーダーコリー 山形県

 13 橋間　正信 雷地 ウィペット 東京都
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第24回 GRAND CHAMPIONSHIP
JAPAN FINAL 2017 in 越後川口

出場リスト
2017.10.21(土）

－は、出場辞退チーム



№ 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

 19 船倉　利治 海夢 Wコーギー 鹿児島県

 20 三ケ田達也 キャッチャー ジャックラッセル 静岡県

 21 北田　博之 ひな ジャックラッセル 大阪府

 22 加藤　智一 ボルト Wコーギー 宮城県

 23 米田　晴美 シモン ジャックラッセル 大阪府

 ー24 藤田　浩子 オーティス ジャックラッセル 奈良県

 25 岩佐　　秋 すず ジャックラッセル 滋賀県

 26 榎硲　博昭 銀次郎 ミックス 大阪府

 27 鎌田貴久美 リッツ ミックス 大分県

 28 藤村はるみ 耀生 Ｍプードル 宮城県

 29 村田　勝博 てぃあら ミックス 神奈川県

 30 田中　明美 ミューズ Wコーギー 大阪府

● 敗者復活戦上位５チーム（不成立のため1チームのみが本戦進出）

 31 

 

○ 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30チーム＋敗者復活戦上位5チーム  

 1 佐藤　一弥 ライリー シェルティ 愛知県

 2 鎌田　義明 ナッツ Wコーギー 大分県

 3 上川　成年 LUKE パーソンラッセル 埼玉県

 4 宮木　里菜 ELF シェルティ 青森県

 5 伊藤　智夫 ケン Wコーギー 新潟県

 6 阿部　孝浩 ジュリアン シェルティ 東京都

 7 三ケ田鈴香 サード ジャックラッセル 静岡県 

 8 上野平　寛 セフィーロス ジャックラッセル 佐賀県

 9☆ 鎌田　義明 リッツ ミックス 大分県

 10 桐山　一宏 COSTA ジャックラッセル 新潟県

 11 古奥やすお そら Wコーギー 広島県

 12 渥美ひとみ 麗菜 シェルティ 滋賀県

 13 安岐　将弘 パックン ジャックラッセル 大阪府

 14 畔出　裕隆 Tenpoint ジャックラッセル 東京都

 15 宮沢　健一 月 ジャックラッセル 長野県

 16 加藤　宣文 夢結 ミックス 埼玉県

 17 塚本　貴志 ベッキー Wコーギー 大阪府

 18 山本　奈穂 サマー Wコーギー 福井県
☆ 2016年度スモールドッグチャンピオン

－は、出場辞退チーム
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間 　禎永 ＆ Grass
小寺 　賢 & LAH!
林 　康男 ＆ 愛鈴
田口 佳奈 ＆ LUKE
上田 昌二 ＆ ルナ

福本 義裕 ＆ ミニョン
田口 佳奈 & ＬＵＫＥ
友広 祐也 ＆ JET
平岩 砂也子 ＆ スカリー
溝尾 雅広 ＆ エリス

高橋 毅一 ＆ vogue 
福本 義裕 ＆ ミニョン
高坂 健一 ＆ Bond
福本 紗良 ＆ ミニョン
藤田 　篤 ＆ Sakura

西山 哲也 ＆ サリー
深谷 浩之 ＆ TIGA 
友広 祐也 ＆ JET
須貝 ひとみ ＆ Lien
三崎 彰午 ＆ ミュウ

榊原 龍也 ＆ 珊瑚
深谷 浩之 ＆ TIGA 
澤 　幹子 ＆ 綺羅
古野 智子 ＆ schumacher
加藤 宣文 ＆ なな

今村 武史 ＆ Mercury
今村 武史 ＆ Mercury
澤 　幹子 ＆ 綺羅 
菊地 敦子 ＆ 珊瑚
土田 雅志 ＆ 栗の介
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2011
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2016

渋谷 　功 ＆ 疾風
深谷 浩之 ＆ TIGA 
澤 　幹子 ＆ AILA
菊地 敦子 ＆ 琥珀
平岡 正浩 ＆ 百子

石渡 紀章 ＆ ユッキー
福尾 光一＆GOKOO
澤　 幹子 ＆ AILA
谷越 雪絵 ＆ 環菜
土田 雅志 ＆ 栗の介

須貝 ひとみ ＆ Lien
福尾 光一＆GOKOO
川又 奈緒美 ＆ らびゅ
石渡 由美子 ＆ Dion
土田 雅志 ＆ 栗の介

福尾 光一＆GOKOO
福尾 光一＆GOKOO
澤 　幹子 ＆ AILA
高橋 純代 ＆ Iris
上川 成年 ＆ LUKE

小西 由知 ＆ dynaMite Guy
小西 由知 ＆ dynaMite Guy
澤 　幹子 ＆ AILA
杉本 恵子 ＆ Pilica Kamuy
上川 成年 ＆ LUKE

福尾 光一 ＆ GOKOO
小西 由知 ＆ dynaMite Guy
高 橋純代 ＆ Iris
澤 　幹子 ＆ AILA
鎌田 義明 ＆ リッツ

1998

1999

2000
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2002

2003

2004

東 　治彦 ＆ ジョゼ

山城 一男 ＆ チャンプ

塘田 健治 ＆ キャップ

斉藤 寛進 ＆ エリーゼ

▼ ポイント制導入

高木 建治 ＆ 春
菅沼 孝昭 ＆ マルタン

小林 昭夫 ＆ メイ
斎藤 寛進 ＆ エリーゼ

飛弾野 文泰 ＆ ラン
三本 欽麗 ＆ Kaiser-Hose
塚崎 誠次 ＆ モネ 

早川 利幸 ＆ BEAT
三本 欽麗 ＆ Kaiser-Hose
高坂 健一 ＆ Mousse
野呂瀬さゆり ＆ プリエ

井上 弘之 ＆ ゆふ
間 　禎永 ＆ Grass 
高坂 健一 ＆ Mousse 
田口 佳奈 ＆ SENNA

今村 英喜 ＆ WEED
井上 弘之 ＆ ゆふ
早川 利幸 ＆ BEAT
田口 佳奈 ＆ SENNA

森 　稔之 ＆ MISIA
井上 弘之 ＆ ゆふ
早川 利幸 ＆ BEAT
青柳 愛佳 ＆ スヌーピー

GRAND

GRAND

GRAND

SERIES

FREE

LADIES

SMALL

GRAND

SERIES

FREE

LADIES

SMALL

GRAND

SERIES

FREE

LADIES

SMALL

1994

1995

1996

1997

GRAND

GRAND

GRAND

SERIES

GRAND

SERIES

FREE

GRAND

SERIES

FREE

LADIES

GRAND

SERIES

FREE

LADIES

GRAND

SERIES

FREE

LADIES

GRAND

SERIES

FREE

LADIES

GRAND

SERIES

GRAND

SERIES

FREE

LADIES

SMALL

GRAND

SERIES

FREE

LADIES

SMALL

2

出場リスト
2017.10.22(日）

－は、出場辞退チーム№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地

History of Japan Final
JFA歴代チャンピオン



№ 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

－は、出場辞退チーム№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地

○ レディースチャンピオンシップ 年間ランキング上位36チーム＋敗者復活戦上位6チーム 

 26 泉澤　順子 華蓮 ボーダーコリー 岩手県

 27 角田　綾子 兎月希 ボーダーコリー 新潟県

 28 中川　由美 瑠可 ボーダーコリー 広島県

 29 天野　佳子 杏 ボーダーコリー 東京都

 30 斉藤真由美 未来 ボーダーコリー 宮城県

 31 澤　　幹子 ZORRA ボーダーコリー 大阪府

 32 大城　恵美 Orfevre ボーダーコリー 長崎県

 33 團野　美佳 The.Dog ラブラドール 大阪府

 34 平岡　啓子 アビィ ＮＺヘディングドッグ 東京都

 35 上田　光子 ichigoh ボーダーコリー 兵庫県

 36 石渡由美子 Dione ボーダーコリー 神奈川県

● 敗者復活戦上位６チーム

 37 高橋　純代 maia ボーダーコリー 神奈川県

 38 團野　美佳 Woo ラブラドール 大阪府

 39 高橋　未夢 綱手 ボーダーコリー 神奈川県

 40 高橋真衣子 ププルム ボーダーコリー 広島県

 1 小松崎優美 ミア ボーダーコリー 茨城県

 2 小西　優子 dynaMite Guy ボーダーコリー 大阪府

 3 田澤　恵理 ボータン ボーダーコリー 東京都

 4 間　　美加 Deep Sky ボーダーコリー 福岡県

 5 磯上　淳子 すず ボーダーコリー 茨城県

 6 平岡　孝子 アグリ ＮＺヘディングドッグ 東京都

 7 松下　美空 時吹 ボーダーコリー 千葉県

 8 間　　美加 Gold ボーダーコリー 福岡県

 9 鮫島　直美 秋風 ボーダーコリー 兵庫県

 10 間　　美加 Durandal ボーダーコリー 福岡県

 11 五十嵐香織 Lilli ボーダーコリー 新潟県

 12 長谷川政代 ブルー・オーシャン ボーダーコリー 埼玉県

 13 宇佐美友美 Sara ウィペット 東京都

 14 遠山　修子 GENTIL ＮＺヘディングドッグ 熊本県

 15 三五　祐子 NIKE ボーダーコリー 新潟県

 16 鎌瀬美江子 アルト ボーダーコリー 福岡県

 17 角田　綾子 龍朔 ボーダーコリー 新潟県

 ☆18 高橋　純代 Iris ボーダーコリー 神奈川県

 19 松尾　直美 AERA ボーダーコリー 長崎県

 20 三五　祐子 KAYLA ボーダーコリー 新潟県

 21 佐野美由紀 花恋 ボーダーコリー 東京都

 22 安心院真代 viec ボーダーコリー 岐阜県

 23 中村　理恵 姫 ボーダーコリー 千葉県

 24 柏木真理子 PIESPORT ボーダーコリー 青森県

 25 和田　　瞳 苺 ボーダーコリー 千葉県

☆は、2016年度レディースチャンピオン
－は、出場辞退チーム
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第24回 GRAND CHAMPIONSHIP
JAPAN FINAL 2017 in 越後川口
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№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 № 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地

№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地

 1 島本　圭悟 Lark ボーダーコリー 徳島県

　2 山口　朋孝 アミュレット ボーダーコリー 兵庫県

　3 福本　義裕 純 ボーダーコリー 茨城県

　4 小井　　正 Eldrick ボーダーコリー 大阪府

　5 福本　義裕 バッチ ボーダーコリー 茨城県

 ☆6 福尾　光一 GOKOO ＮＺヘディングドッグ 岡山県

　7 北川　安洋 シルフィー ボーダーコリー 奈良県

 8 小西　由知 dynaMite Guy ボーダーコリー 大阪府

 9 木田　和夏 Little Navajo ボーダーコリー 大阪府

 10 小西　秀則 Little Navajo ボーダーコリー 大阪府

 11 池谷　岳人 シュナ ボーダーコリー 埼玉県

 12 四方田　竜 Luce ボーダーコリー 福岡県

 13 中村清則 Charo ボーダーコリー 宮城県

 14 吉武　竜司 Stella ボーダーコリー 福岡県

 15 吉武　竜司 mira ボーダーコリー 福岡県

 16 四方田　竜 SOL ボーダーコリー 福岡県

 17 宮迫　裕二 BROOKS ボーダーコリー 京都府

 18 福島　則行 Lucas ボーダーコリー 東京都

 19 北川　安洋 ソニック ストロングアイ 奈良県

 20 川野辺　正 七海 ラブラドール 茨城県

 －21 小祝　英二 Bumblebee ボーダーコリー 茨城県

 22 長谷　哲哉 梵天丸 ボーダーコリー 兵庫県

 23 渋谷　　功 一翔 ボーダーコリー 岡山県

 24 高木のどか ロビン ボーダーコリー 東京都

 25 山王　克宏 パセリ ボーダーコリー 埼玉県

 26 塚本　貴志 マーシャ ボーダーコリー 大阪府

 27 佐藤　克行 RUAN ボーダーコリー 群馬県

 28 藤井　勝明 龍河 ボーダーコリー 富山県

 29 木田　伸弥 Jewel ボーダーコリー 大阪府

 30 空野　正志 翼 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 湯本　　智 ルディ･エクレール ボーダーコリー 栃木県

 33 深見　秀隆 Cuore ボーダーコリー 岐阜県

 34 山本　孝治 ミミ ＮＺヘディングドッグ 兵庫県

 35 加藤　智一 DOKINちゃん ボーダーコリー 宮城県

 36 磯上　房男 すず ボーダーコリー 茨城県

 37 田渕　義博 CHIEN VERITE ボーダーコリー 兵庫県

 38 鈴木　武司 Samos Couga ボーダーコリー 千葉県

 39 三本　欽麗 Pallas Athena ボーダーコリー 東京都

 40 鮫島　清宏 秋風 ボーダーコリー 兵庫県

 41 川崎　良輝 KANSAI ラブラドール 兵庫県

 42 西村　久志 Rock ボーダーコリー 三重県

 43 山本　浩隆 リンダ ボーダーコリー 秋田県

 44 田口　京介 イリス ボーダーコリー 福岡県

 45 田中　勝則 巡 ボーダーコリー 千葉県

 46 川崎　忠男 Kicca ボーダーコリー 静岡県

 47 宇佐美　敏 Sara ウィペット 東京都

 48 伊原　明良 GIAN ボーダーコリー 千葉県

 49 佐野　貴敏 花恋 ボーダーコリー 東京都

 50 島本　富生 Lark ボーダーコリー 徳島県

● 敗者復活戦上位10チーム

 51 吉野　義一 ハリー ＮＺヘディングドッグ 熊本県

 52 市川　　宏 カイラ ボーダーコリー 宮城県

 53 北中　泰生 Thira ボーダーコリー 滋賀県

 54 川崎　良輝 SANMIYA ラブラドール 兵庫県

 55 谷越久仁夫 環菜 ボーダーコリー 岩手県 

 56 杉谷　明登 ネリー ボーダーコリー 埼玉県

 57 岩村康一朗 biscuit ラブラドール 栃木県

 58 掘井盛一郎 エレン ストロングアイ 兵庫県

☆は、2016年度グランドチャンピオン

▼ユースオールカマーチャンピオンシップ優勝チーム

○ グランドチャンピオンシップ 年間ランキング上位50チーム＋敗者復活戦上位10チーム＋ユースオールカマー選手権優勝チーム

№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地

61

その他、副賞として、下記賞品がJFA本部より贈られます。

●●グランドチャンピオン 及び 2017年シリーズチャンピオン には、20万円
相当のエントリー割引券、オリジナル記念フリスビー100枚が贈られます。

●グランドチャンピオン犬 にはチャンピオンドッグマントが贈られます。

●レディースチャンピオン 及び スモールドッグチャンピオン には、公式
戦20戦半額券が贈られます。

JAPAN FINAL 2017 各クラス優勝チームの皆様には、トロフィー、
賞状のほか、協賛スポンサー各社より賞品が贈られます。

6

出場リスト
2017.10.22(日）
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ファーストチョイス

2017年度シリーズを支えてくださったみなさま

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2-1-6
TEL.025-280-1256　FAX.025-280-1257　 

これさえあれば始められる！ JFAオフィシャルグッズ

Wham-O社製 フリスビー 日本製 Mサイズ・ディスク 布製ディスク Nunosbee ロングリード

JFA-SHOPPING
http://frisbeedog.co.jp/hp-data/shop/

※フリスビーはWham-O社の登録商標です

公式ホームページ
http://www.frisbeedog.co.jp

株式会社 　　レシアン



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


