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早いもので今年のシーズンも終盤にきています。

公式戦の日程は全て終わり今年度発行機関誌No2の最終原稿を書いている頃はちょうど敗者復活戦

が行われている頃でしょう。

振り返りますと今年は数多くの認定クラブができました。

クラブ福岡(クラブ長=松岡興)、クラブ兵庫(クラブ長=田淵義博)、クラブ岩手(クラブ長=及

川亜沙子)、クラブ瀬戸内(クラブ長=田口久善 岡山)、クラブ札幌(クラブ長=田村一雄)、そして

クラブ福岡の認定に伴いクラブ九州、改めクラブ熊本(クラブ長=栄将男)と現在発足に向け進行中

のクラブ茨城、現行クラブのクラブ大阪、神奈川、群馬、駿河に埼玉支部、千葉支部、そして関東本

部、関西事務局を含めますと2事務局、 2支部、 10クラブ(予定を含む)までなりました。特に、ク

ラブ瀬戸内は来年、再来年にはクラブ岡山、クラブ広島、クラブ四国に細分化される事をみますとす

でに 12クラブにまで発展しようとしています。また、インストラクターも現在136名に増え、益々

フリスピードック‘を全国に広げる体制が整って来ました。クラブの増加とインストラクターの増加に

よりマナーとモラルの徹底した組織創りと参加する方や観戦をする方にもっと多く楽しんでもらえる

イベン卜を行ってまいります。

これからも、御声援宜しくお願いいたします。

さて、みなさんは、もう御承知かと思いますが2001年度のジャパンファイナルはJFA設立8年目

にして始めて日本フリスピードッグ発祥の地、本部新潟で開催される事になりました。おかげさまで

地元新潟県では占有率70%以上のシェアを持つ新潟日報社(新聞社)の開催告知記事のタイアップを

始め、テレビ局、 FMラジオ局の告知協力と新潟市、新潟市獣医師会、新潟市動物愛護協会などからも、

後援をいただきました。11月3日、 4日は寒さは多少ありますが例年好天に恵まれる日ではあります。

数多くの参加、観戦をお待ちしております。会場は新潟市島見町「島見緑地、芝生広場」です。新潟

市民に於いてもまだまだ認識の薄い島見緑地ではありますが、高速料金所からの交通アクセス(車の

場合)はとてもいいです。やや会場は狭さを感じますが1コートで3方向を木々に固まれロケーション

も悪くありません。但し、難点は駐車場の駐車台数が少ない事、観戦者が数千名来られたらごった返

すほどの会場スペースであることです。しかし年に1度の最高の舞台に相応しい観戦者数の動員を行

いたいとできる限りの事はいたしました。そして来場された方にこれがフリスピードッグ祭典のジャ

パンファイナルだと言う事を思う存分に満足していただければと思います。御期待下さい。



ジャパンファイナルスケジ、ユールについて触れさせていただきます。

開催日は11月3日(土)4日(日)会場、新潟市島見町「島見緑地芝生広場」新潟西IC、新潟中央

IC各料金所下車、新潟バイパス(国道8号)を新発田方面(しばた) (新潟競馬場方面)ヘ進行、豊栄

IC下車後、左折、直進約5分、右側にあります。各料金所より約20分-----25分程度で会場です。

開催時間は9時00分-----15時45分予定。雨天決行。入場、観戦無料。

但し、観戦者の犬の同伴は観戦に夢中になり過ぎてトラブルの要因になりかねないので今回は御遠

慮いただきます。 JFA会員で観戦を御希望の方については、観戦場所を確保したいと思いますのでお

早めに会場に御来場下さい。

会場近くにはコンビこなど飲食を購入できる屈がありません。飲み物の出居予定はありますが食べ

物は現在わかりません。(県の公園使用条例により)参加者の皆様の御都合に合わせた料金にて昼食の

手配をさせていただきます。原則として予約制です。

4種類の設定にて2ヶ所の業者様に依頼をいたします。

全て飲み物付き、消費税込みです。

験弁 当 価格 円 j

g洋食弁当 価格 ;111iJ円 I

C幕の内弁当 価格 1[11111J円 I
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選手会場集会 :8碕15分。 開会式 :9碍00分予定競技開始 :9時30分予定

第1/第2ラウンド

予 選 第1/第2ミラワンド
明令官

予選勺第1/第2ラウンド

予 選 第1/第2ラウンド 10チーム

予 選 第1/第2弓ウンド lOチーム
んぷ験 - 護寄

予選 唆2翻戦/準決勝6チ々減

予選合計上位3チーム

予選合計上位3チーム

予選合計上位争ーム
予選合計上位3チーム

決勝ラウンド予選合計上位3チーム

決勝戦3チーム

予選第1/第2ラウンド

-表賞式典/パーティー ※募集定員140名に達しましたので、〆切りました。

新潟ベルナールにて 19時00分より表賞式典、 19時30分より懇親パーティーを執り行いますので

18時45分迄には新潟ベルナールにおこしください。駐車場は当日50、60台ほどは大丈夫との事。

競技会会場からは15分-----20分程。新潟市内中心部から 10分から 15分ほど、競技会会場、車中泊場

と新潟市の聞に位置します。

閉宴は20時45分を予定しておりますがお帰りは自由です。

J¥ーティーにはお気軽な服装にて御出席下さい。タキシード、 ドレス、着物、ジーパン、スラック

ス、セーターおおいに結構。お好きな格好で楽しんで下さい。但し、競技会着用時の服装は泥などが

ついている事がありますので、御遠慮下さい。

尚、パーティー会場新潟ベルナール2Fウインザーにて、男性18:00-----18:20、女性18:20-----

19 : 00の時間、着替え用の部屋を御用意いたしております。



! 1 1 J=!4日一……一一一戸二.I
選手会場集合:ア時30分隠会式 :8時15分予定競技開始 :8時30分予定

08:30 ロングディスタンスチャンピオンシップ

年間最長記録保持者、男女各15チーム。

女子の部第1ラウンド/男子の部第1ラウンド

女子の部第2ラウンド/男子の部第2ラウンド

icf:od-Oディースチャンピオンシップ

年間ランキング上位25チーム及び敗者復活選手権勝ち上がり5チームを含む30チーム。

予選第lラウンド/予選第2ラウンド

11 :30 グランドチャンピオンシップ

前年度チャンピオン及び年間ランキング上位50チーム及び敗者復活選手権勝ち上がり

10チームを含む61チーム。

13: 00 フリーフライトチャンピオンシップ

前年度チャンピオン、年間ランキング上位15チーム、オープンフリー大会合計上位4チ

ーム(協会推薦)を含む20チーム

予選第1ラウンド/予選第2ラウンド

14: 15 グランドチャンピオンシップ

予選第2ラウンド

15: 15 レディースチャンピオンシップ

決勝ラウンド 予選2ラウンド合計獲得得点上位5チムム

フリーフライトチャンピオンシップ

決勝ラウンド 予選2ラウンド合計獲得得点上位5チーム

グランドチャンピオンシッブ

決勝ラウンド 予選2ラウンド合計獲得得点上位アチーム

15:45 終了予定 て
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フリスピードック、を始めてもう 7年になる。思えばすいぶんと

長いことやっている。

自分では、それほど長くやっているとは感じ芯いけれど、考えて

みればモネは 8歳になるし、当時生まれたばかりの子供は小学校

に通っている。それに自身の後頭部もだいぶと薄くなったような。

(そろそろ競技のときは帽子をかぶらないと見苦しいかも。)

しかし、仕事でもないのにどうしてここまでやり続けることが

出来るのか。たかが犬遊びといえばそれまでだけれど、フリスピ

ドッグには何か特別な魅力があるような気がする。ちなみに私

の場合はこれ一本です。他のドッグスポーツには一切手出しして

おりません。なぜ、って。理由は簡単。魅力を感じないから。と、

言うと文句が出そうだが、その気にならないんだからしょうが芯

。、lfu 
さて今回、本協会の会員の一人として「フりスピードッグの魅

力」について書く訳ですが、その感じ方はそれぞれで違うわけで

とても難しい。そこであえて他を無視して、「ツ力サキ流 フり

スピードッグの楽しみ方」とします。よって、多少乱暴な言い回

しが出てきますがご勘弁を。また、個人名が出てくるような気が

する(絶対話か出してやろう)のでご注意を。いやいやお許しを。

ディスタンスとフリーフライト。

言うまでもなく、フリスピードック‘にはテ‘ィスタンスとフリーフ

ライトの 2系統の競技がある。よく人に「塚崎さんはフリーフラ

イトの人だから」とか「フリー専門だから」とか言われる。確か

に間違いでは芯い。自分でもそう語るときもある。しかし実際

は ・・-私が「フリー専門だかう」という時はたいていテ、ィスタ

ンスに出て成績の悪かったときだけ。要するに言い訳です。ディ

スタンスが嫌いなわけではない。ただ、苦手なだけ。あの 1投に

かかる重みが苦手。最初のスローをはす、したら後は地獄へまっし

ぐら状態。犬が帰ってくる聞も時聞があるので、余計なことを考

えてまた失敗。楽しむ暇も芯くあっという聞に60秒が過ぎる。

このてのプレッシャーに耐えられないのです。おそらくとれはデ

ィスタンスのもつ競技性の問題だと思うが、はっきり言って「私

には合わ芯い」と、思っている。(このプレッシャーが好きな人

もいます。たとえばクラブオオサ力の団野さんとか)

ところがその点フリーフライトはいい。一つや二つ落とすのが当

たり前だし、時間はたっぷり有るので気持ちの切り替えが出来る。

フIJスビーも5枚あるから 2枚ぐらい芯くなっても何とかなる。

乙とらのラフさが合っているみたい。それに工ントリー費が少し

大会デビュ一戦 95年5月広島

by っかさきせいじ

の差芯う、時聞が長くてフりスビ-5枚付いて、しかも音楽が選

べるフリーフライトがとってもお得。(洋食ランチみたいに)

私はテ、ィスタンスとフリーフライトはまったく別の競技だと考

えている。たとえて、スケー卜で言うとスピードスケートとフィ

ギュアぐらいの差がある。だからといってフリーフライトの競技

にディスタンスのポイントが加算されるルールに文句を言ってい

るわけではない。が、とんなに内容の違う競技であれば当然、得

手不得手も向く向かないも好き嫌いもあるだろうと思う。

多くの人は、ディスタンスのステッブアップ先にフリーフライ

トがあると思っているようだ。また、ディスタンスは簡単でフリ

ーフライトは難しいという人もいる。確かに、始めるきっかけは

ディスタンス系が多いと思う。一枚のディスクを投げてそれを犬

がキャッチする。全てはここから始まる。しかしそれは、初めて

スケー卜靴を履いて氷の上にたったときと同じ感覚。ここか5先、

自由に滑れるようになったとき、スピードにあこがれるかそれと

もスピンをしたいと思うか、もしくは両方こなしたいと思うか、

それはまったくの自由なはず。そしてここに当然難しさの違いは

ない。

ディスタンスにはディスタンス也の難しさと簡単さ、手軽さ便

利さ、力ッコよさがあり、フリーフライトもまたしかりだ。

どちらかにとらわれることなく、フリスピードッグという大き

な枠の中で、自由に楽しむことが大切だと思う。幸い本協会では

アメリ力と違って、ディスタンスとフリーフライトを同じレベル

で扱っている。これはとてもいいことだと思う。それぞれが共に

大きな目標をもつことが出来るし、より多くの人が楽しむことが

出来る。

フリーフライトって何。

フリーフライトに関心のある方、もしくはピギナーのプレーヤ

ーから良く受ける質問。「結局フリーフライトって何ですか。ど

うすればいいんですか。」この質問は難しく、いつも答えに困っ

てしまう。実際に演技を見てもらうしか手は無いのだが、見たう

みたで余計にややとしく芯る。その理由はルールフ、ツクの採点方

法もいっしょに見るから。難易度がどうの、流れがどうの、って

言われてもどれが何で、と、うなったのかよくわからない。と、なる。

簡単に言う。フリーフライトは自由演技です。といってもしっ

くりとない。

それなうもう少しそれ5しく・ ・・・フリーフライトは白いキャ

ンパスに自由に絵を書くこととおなじです。これもいまいち。

それじゃあ、これはどうですか。フりーフライトは映画のような

もの。意昧深に始まって、ストーリーがあって、シャレが効いて

いてクライマックスが来て、終わりのキメがある。そして音楽が

流れている。. • .これはイケルかも。

監督、演出、衣装、音楽、それに協役はあなた。主演はもちろ

ん犬。それでいい作品が出来れば見ている人は感激する。そして

良いポイントが取れて、良い成績が出て、満足するo と

ころがここからが大問題。「いい作品ってどんなの。」という質問

が次に必す来る。

いい作品。つまり、いい演技とは高い次元で難しさ(アクロパチ

ック性)、きれいな流れと美しさ(ストーリ一性)、躍動感、演出、

個性それと出来具合のバランスが取れていること。そしてもっと

も大切なのが見ている人にそれが伝えられるとと。これはいくら

① 



いい演技だと思っていても伝わらなければ意味が無いというこ

と。そしてとの伝わったものをポイントであらわし競い合

う。 ・・・が、このポイン卜が更なる問題を生む。

映画はアートだかうそれぞれの主観で評価すればいい。つまり

気に入った、気に入らないの世界。しかしフリスピードッグはス

ポーツだかうこうはいかない。競技として競うわけだからなおさ

5。気に入ったからあなたが 1位です。ではちょっと困る。

だから 『いい作晶Jを選ぶ採点方法が必要になる。この採点方法

はあらゆるタイプの演技に対応し、一定の基準で評価できるよう

にする。だからちょっとわかりにくい内容になってしまう。ま、

もっともこれはポイントを取るという環境でのはなし。

楽しむというととでは、プレーするほうも見る人もそれぞれの主

観でいいと思う。「気に入った。Jだから拍手しよう。とか。

フリーフライトをプレーして楽しむ。

フリーフライトを始めて意識したのは94年の冬、ある愛犬雑

誌に載っていたピーターブ‘ルームと彼の愛犬、ウィザードのトリ

ックの写真だ、った。この写真を見たとき、このなんとも美しくス

タイリッシュな人と犬の絡み合いに魅了された。また、何がどう

なればあの形に芯るのかとても不思議だった。

それから 6ヵ月後、ピーターの本が出版されて、それがリパース

レッグオーバーというトリ ックであることを知った。と、同時に

どうしても自分でそれを実現したくなった。それがフリーフライ

トを始めたきっかけです。

フリ フライトを始めたといっても、その当時はフリーフライト

の競技会はもちろん講習会などもなく、ましてやフリーフライト

のプレーヤーもたった数名しかいない状況で、参考に出来たのは

ピーターの本とビ、テ、オだけだった。ただ、本は翻訳がいまいちで

よくわから芯い。ビデオは短くて多くを語っていない。そんな中

で始めたわけだから、まったくの手探り状態だった。

始めは気に入った卜り ック老練習した。そう、あのリパースレッ

グオーバー。でもぜんぜん出来ない。これは当たり前の話で、そ

う簡単に出来るトリ ックでは芯い。実を言うと今でもこれは一番

難しいトリ ックだと思っている。ピータ一以外で完壁なリパース

レッグオーバーを私は見た乙とが無い。なにがそんなに難しいか

は別の機会にして、そんなわけで気に入った卜り ックではなく、

出来そうなトリックから始めることにした。フロン卜のレッグオ

ーバ一、)'(タフライ、マウステイク、それにショートのスロー&

キャ ッチ。フIJッブやボルトはぜんぜん。だいたい教え方がまっ

たくわか5芯かった。

それでも研究に研究を重ね、練習に明け暮れ、キャIJアが積み重

なると不思議なもので出来ないことができるようになってくる。

ここまでに三年。このあたりが最初に楽しめる時期。どんどん手

持ちのトリ ックが増えていく。出来ないことが無いよう芯気がし

てくる。ただし、ルーティーンの構成とかはムチャクチャ。

ルーティーンを楽しめるようになったのはここ 2、3年だ。それ

リバースレッグ オーバー。

99年ジャパンファイナル

までは出来るトリ ックを並べただけ。このあたりは、ほとんどの

トリ ックは出来るわけで、後はそれをどうゅう風に見せるかを考

えるのが楽しかった。たとえば、パックボルトを力ッコよく決め

たいとする。ならば力ッコよく見える流れを考える。スローで走

うせて、スピードをつけてパ力ツと跳ばすか、それともショート

マルチプルで細かく刻んで、突然ポンと跳ぱすが、それとも犬を

またせて「さあ、やるぞ」とアピールして跳ばすか、いろいろと

考えて試してみる。

また、粋なディスクマネージメン卜を考えるのも面白い。いつの

聞にかフリスピーを拾っているとか、残り 10秒で手|こ 5枚もっ

ているとか。本来、フリーフライトはたいてい何をやってもキャ

ッチさえすればそれなりにサマになるものなんです。ところがフ

リスビーを拾う姿だけはどうも力ッコ悪い。

だからここをクリヤーすればもっと全体が良くなる。これがディ

スクマネージメントの基本的な考え方。

音楽に凝りだしたのもとの頃。ルーティーンに合っていて、個

性的で有名な曲で意外性のあるもの。だから FMはよく聴いた。

いい曲が見つかると「もらいリって感じだった。ただ、音楽は

採点には関係ないんです。だから別に何でもいい。鳴ってればい

い。だけどそれじゃつまんない。フリーフライトが音楽とかかわ

る理由は、そのほうが見ている人もやっている人も楽しいから。

なうぱ、せっかくだからその部分も「楽しんじゃえ。」というこ

と。

そんなこんなで7年過ぎてまだやってる。

冒頭で書いた「特別な魅力」は、わからない。だけど、楽しいか

ら続けうれる。もっと力ッコよく見せたい。もっとうまくなりた

い。試したいトリ ックやルーティーンもたくさんある。使ってみ

たい音楽もまだまだある。

それに、あのリパースレッグオーバーが完壁に出来るように芯る

まではやめられない。

と、思っている今日この頃です。

謝辞

フリスピードッグを続けられるもう一つの楽しみ。それは多く

の仲間と出会えること。犬とスポーツがつなげてくれる人と人の

出会いはなんとも魅力的だ。まさかこの歳で新しい友人や遠くに

住む仲間が出来るとは思わなかった。

みんな、いつも応援してくれてどうもありがとう。この場を借り

て厚く御礼申し上げます。

プロフ ィール

塚崎誠次 (会員NO.1078)

95年よりフリスピー ドッグを始める。以後、フリーフ ライ トを

中心に大会に参加。 2頭のG・シェパー ドで98年、99年2000年と

3年連続でジャパン ファイ ナル ・フリ ーフライトチャンピオンを

獲得。今年は、B・コリ ーを中心に活動している。

⑦ 



イヌのとおぼえ

今回の新潟開催にあたりましては残念ながら協会独自の力での会場誘致は無理でした。はじ

めて 、県会議員の方の力をおかりし 、縦型組織の了解をとれました。正式申請から約2週間費

やし押し問答状態畿銀 L必 縁関答之拡蕊ふ鳳笈線刻求書長宅 きの濁盆長怠ω;と一言の口添えで

数分で了解と分:磯畿護畿綴機際舞畿藤議欝澄轡め担当の澄縄議議欝数機緩議議援でつぶやきまし
議総緩綴畿懇緩議幾綴綾部校羽織機特例 斡畿総議議幾綴議群議綴ι

た「あんた一体僚機懇護瀦際私物化するんじゃないよ D …J iそんな響機発1やその程度の了

解もできない

ている疑問…?

前から蛮化があ

が入るの?とい

日に何人も使

今より安く

らいならアリガ

を飼っているも

すという事が常

いますなんだ」

その対象となっ

るんだ!何年か

で毎年登録費用

す
ト
る

何

ま

あ

y

い

も

よ

ざ

利

だ

ご

‘
権

ん

ウ

の

な

卜

の

識

などになどは今より減少するはず、

間企業も多少は潤うよ。前例や習

は実行してよ。Ji立て看板も犬

っているのなら犬の糞を

うがね。j

逆にそんな時代だと思いませんか?今や愛犬家にとっては弱肉強食の時代みたい。一方で、は

とてもこのスポーツや犬を理解して下さる担当者のかたもいます。

その方達よ早く出世してくれ! ! ! !頼む。

そして早く動物公園設立-などを公約に取り入れる議員さんが出てこないかと思う今日この頃

です。その時はフリスピード、ソグ達を引き連れ各地で協力を致しましょう。こんな事、書いた

らまた問題視されるかも?まあいいか。以上、イヌのとおぼえでした。

③ 



、知ら也
ジャパンファイナル2001を記念して記念グッズをいくつか製作致しました。

御希望の方は本部事務局迄、御連絡下さい。

尚、デザイン等に関しましては本部ホームページを御覧のうえ、ご確認下さい。今回は完全な限定

販売につき予約数が製作数に達しましたらジャパンファイナル会場での販売は行いませんのでその際

はご了承下さい。

品物によっては少単位の物もいくつかあります完売の際はお許し下さい。

また、ホームページ予約締切は23日となっておりますが、予約締切後の注文も承りますので御遠慮

なくFAXIこてオーダーをおよせください。

商品は会場にてお引き渡しいたします。

宅配を御希望の方は商品出荷日が11月8日 (木)となります。

代金引換便にて出荷いたします。

記念グッス、担当 JFA専属MC関篤

〔Tシャツタイプ~タイプ種類〕
館禽蟻襲鏑輔;

表にはJFA記念オリジナルロゴ、裏には2001年度公式シリ-
e ， ズ選手権開催地が日本地図場に記されております。その他、オ

フィシャルスポンサーマーク等記載。

カラー。ホワイ卜/ネイピーサイズアメリカンサイズ S.M . L. XL Sは女性向き

ぷ土~h 表lこはJFA記念オリジナル口ゴ、裏にはグランドチャンピオン
竺三三ニニア シップノミネートチームを全て紹介。

カラー ホワイト サイズ ，アメリ力ンサイス S. M. L. XL Sは女性向き

麗懇願灘範解

C輯DTシャツ、タイプAと同じデザイン
カラーグレ

- 特徴:記念ロコマーク入り
カラー 。ネイビー

以上が記念販売されます商品ですが今回は通念の記念ク、ツズに比べ、製作数が非常に少ロットの為、

価格がいつもより高めです。また、完売の場合、以後の製作予定はありませんので悪しからす。商品

は会場にてお引き渡し致します。また、代金引換便を御希望される方の商品出荷日は 11月8日頃を予

定致しております。予約者に限り税込です。その他、記念フリスビ一、力一ステッ力-2種類を会場

にて販売いたします。

① 



回…一
栄養バランスにも、素材選びにもこだわりました。

l袋で良さがわかるプレミアムフードです二

一一一年齢に合わせて選べます。一一一

4 

私たちが、年齢によって必要な栄養が異なるように、犬にも成

長段階に適した栄養バランスがありままファーストチョイスは、

獣医師が開発した、力ナ夕、生まれの世代別健康管理食。おいし

さとヘルシーさを両立した理想的なド、ック、フード、で、す。

・おいしくて消化吸収に優れた、鶏肉と食用コーンが原料。

・過剰な動物性脂肪を力ッ卜した、低脂肪/低力ロリー食。

・病気の予防を考え、植物性油脂を使用した低コレステロール設計。

・皮膚の健康を維持し、美しい毛艶を作る、必須脂肪酸とミネラル配合。

⑮ ・腸内生菌を活性化し、便質を安定させる食物繊維と酵母入り。

..幼犬用・妊娠後期/授乳犬用

一一 成犬用

ー園開 高齢犬用

成長段階ごとに異なる栄養バランスの設計

(成犬用を100とした場合)

代謝
エネルギー

※ファ ストチョイスには愛猫用の世代別健康管理食のラインナップもありまま日
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