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2002年度
日本フリスピードッグ協会開催予定

公式選手権開催日数予定

ジャパンファイナル2002

78日間

1開催 2日間

【公式選手権 】
公式シリーズ選手権

公式フリーフライト選手権

公式オープン選手権

公式レディ-ス選手権

公式ロング選手権

18戦本部3戦、他クラブ所在地

20戦本部2戦、他クラブ所在地

50戦 トーナメン卜選手権含む

50戦 トーナメン卜選手権含む

30戦男女別

〔クラス別大会 E 
小型犬大会

ペア大会(男女-親子)

シニアドッグ大会 (7歳以上犬)

チャレンジ大会

チャレンジフリー大会

とども大会

ビギナ一大会

レトリーブ大会

ほか

40大会

40大会

20大会

80大会

40大会

30大会

80大会

40大会

HOWTO教室/クラブ主催大会/インストラクター講習会

t ジ‘ヤパンファイナル 2002 】
開催予定 10月18日 .20日及び10月26日 .27日(予備日)

全種目ノミネ-卜システム

グランドチャンピオンシップ 60組 敗者復活戦より最大10組

フリーフライトチャンピオンシッブ 20組 敗者復活にて最大3組

レテ、イースチャンピオンシップ 30組 敗者復活戦より最大5組

口ンク‘チャンピオン日シップ男女各 13組 敗者復活にて最大3組

小型犬の部 15組

シニアドッグの部 15組

男女ペアの部 15組



。開催確定 0開催内定調整中 ム開催予定

1月19日20日 O千葉県野田市

公式選手権/公式フリーフライト選

手権ほか

会場 :野田市スポーツ公園芝生広場

1月26日27日 O福岡県柏屋郡宇美町

公式シリーズ第l戦/公式フリーフ

ライト選手権ほか

会場:ゆりがE総合スポーツ公園多

目的広場

2月10日11目 。大阪府南河内郡河南町白木

公式シリーズ第2戦/公式フリーフ

ライト選手権ほか

会場:ワールド牧場みどりの広場

2月23日24日 O東京都江戸川区

公式シリーズ第3戦/公式フリーフ

ライト選手権ほか

会場篠崎緑地

3月 2日3B cg群馬県高崎市群馬県知事貰

公式選手権ほか

会場:高崎競馬場

3月 9日10日 O兵庫県上郡郡光都

公式シリーズ第4戦/公式フリーフ

ライト選手権ほか

会場:播磨科学公園都市芝生広場

3月16日17日 O茨城県水戸市

公式選手権ほか

会場:田野市民球場

3月23日24日O静岡県富士市

公式シリーズ第5戦/公式フリーフ

ライト選手権ほか

会場 ・富士川緑地

3月30日31日 O熊本県菊地郡菊陽問

公式シリーズ第6戦/公式フリーフ

ライト選手権ほか

会場 :菊陽町さんさん公園

4月 6日7日 O徳島県美馬郡美馬町字境目

公式選手権ほか

会場:四国三郎の郷キャンプ場サッ

力一コート

4月 6日7日ム埼玉県
公式選手権ほか

会場 :秋ケ瀬運動公園

4月13日14日 O神奈川県横須賀市

公式シリーズ第7戦/公式フリーフ

ライト選手権ほか

会場:横須賀うみかぜ公園芝生広場

4月13日14日 O大阪府堺市築八幡町

公式選手権ほか

会場:海とふれあい広場

4月28日29日 O岡山県岡山市

公式シリーズ第8戦/公式フリーフ

ライト選手権ほか

会場:岡山市JR操車場跡地公園

5月 3-5日 O兵庫県神戸市北区

神戸市長杯スポーツドック‘大会

公式シリーズ選手権/公式フIj-フ

ライト選手権ほか

会場-しあわせの村

5月 3-6日 O静岡県静岡市池田

公式シリーズ選手権/公式フリーフ

ライト選手権ほか

会場:静岡市グランシップ芝生広場

(ドッグイベント)

5月18日19日 O福岡県粕屋郡宇美町

公式選手権ほか

会場・宇美町ゆりがE総合スポーツ

公園多目的広場

5月25日26日 O山形県山形市

公式シリーズ選手権OR公式戦

会場:山形市ビ、ツグウイング芝生広場

(ドッグイベン卜)
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-S'I'r4iH~mJllma置E・
競技種目 事前参加費 ' 当日参加費

去ノ¥貝=ョ 一般 云/'-貝=コ 一般

公式シリーズ戦
A育

5000 × 6500 × 

公式フリーフライト戦 5000 × 6500 × 

公式オープン戦関連 4500 × 6000 × 

公式レディース戦関連 4500 × 6000 × 

公式ロング戦 4000 × 5500 × 

小型犬大会関連 4000 5500 5500 6000 

シニアドッグ大会関連 4000 5500 5500 6000 

ペア大会関連 4000 5500 5500 6000 

チャレンジ大会関連 4000 5500 5500 6000 

ビギナ一大会関連 4000 5500 5500 6000 

こども大会関連 2500 3000 3000 3000 

レトリーブ大会 2500 3000 3000 3000 

女ペア大会参加者は必す出場者2名のお名前を明記の上お申し込み下さい。

ペア大会の上記料金は 1ペア料金となっております。

女こども大会とレ 卜りーブ大会を除く各種選手権、告種大会に於いては競技用フリスビーが1枚付いております。

突事前募集締切後及び参加費確認ができない場合に於いては当日料金とさせていただきます。

女開会式迄に受付確認がされてい芯い方は競技途中に来ても棄権とみなします。

女事前募集締切後の参加費返金は特別芯場合(発情など)を除き致しません。

切除九州、北海道、 四園地区の会員が本州の大会に参加の場合、 また、本州の会員が九州、北海道、四園地区の大

会の参加の場合は 1競技500円引きとさせていただきます。尚、当日参加の場合にも摘要させていただきます。

女参加申込は全てFAXとさせていただいております。申込み後、必す電話にてFAX申込み後、参加確認を行って

下さい。確認が行われてい芯くEつFAX送信が確認できなかった場合は当日参加となります。

*参加費は郵便振込みのみとなっております。振込用紙備考欄に、会員番号、参加種目毎の料金等を必ず明記し

て下さい。確認がスムーズに行えます。

女競技会に複数種目参加の場合、参加申込書は必すコピーにてl種目 1枚にてお申し込み下さい。

申込先 FAX. 025-234-2101 
025-266-0610 

送付後の確認は月曜から金曜の

10:00"，-， 18:00までに

JFA本部 025-234-2100 

払込の際には備考欄に

大会別、種目別の明記

をお願いいたします。

振込先郵便振込

口座番号00630-8-3421
口座名 日本フリスピードッグ協会

込取扱票

可怠~

殺前官。γ 判 00円

守護手件_，-A nno同
弓;..v"/グT1"_V'"-

払込票兼受領証



明けましておめでとうございます。

新春を迎えいかがお過ごしでしたでしょうか。

いよいよ2002年度のシーズンも千葉県野田大会より開幕いたしました。

昨年度、ジャパンファイナル2001Iグランドチャンピオンシップ」においては早川利

幸&BEATチームが敗者復活戦よりノミネ-卜を受け予選ラウンドぎりぎりの7位で通

過、決勝ラウンドに於いて見事逆転優勝を飾るという、まさに「ドラマ」をつくり幕

を閉じました。また 、フリーフライトチャンピオンシップに於いては安定度抜群の、

高坂健一&MOUSSEチームが2001年度チャンピオンに輝きました。2002年度も熱き

熱戦が展開されることでしょうが、愛犬家としてのモラルとマナーを守リ 、皆さんと

一緒にすばらしい一年を過ごせたらと思っております。競技会についてはルールも昨

年と比べ人の技術と犬のしつけが更に重要というレベルアップしたjレールヘ改正され

ました。特に、フリーフライト選手権に於いてはワールドファイナルが目標となる為、

今年度よりワールドファイナル公認ディスク「ハイパーディスクJがJFAに於いても

フリーフライト競技では公認ディスクとなりました。

我々スタッフもよリ犬と楽しめるイベン卜になる事を目標とし「フリスピードッグ」

というスポーツを通じて全国の愛犬家の方々にも楽しさが伝わればと考えております。

それでは皆様会場でお会いしましょう!!

日本フリスピード、ツグ協会

本部事務局長 上田隆

スタッフ一同

巨月1日より円安につき新価格となります。(消費税は別途かかりますJ
フリスピーデ.ィスク ハイパーディスク 2001年

会員価格
(フリーフライト&小型犬を対象としております) ワールドファイナルビテ‘オ

1~9枚 600円 会員価格 会員価格 4000円

10枚以上 540円 1~9枚 650円 一般価格 5000円

20枚以上 500円 10以上 570円

30枚以上 460円 20以上 500円
2001年

一般価格 一般価格
ジ‘ャパンファイナルビデオ

1~5枚 820円 1~5枚 800円 会員価格 4000円

6枚以上 750円 6枚以上 750円 一般価格 5000円
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北関東事務局/埼玉支部

1999年3月設立以来、2002年のお正月大会で 19

回目の大会を迎えることとなりました埼玉支部です。

中級インストラクタ-2名、初級インストラクタ-6

名を含む総勢14名のスタッフにて、現在は浦和(さ

いたま市)の秋が瀬公園を拠点に活動を行っていま

す。

恒例行事として、お正月大会と夏に妙高高原で開催

される 1泊2日のフリスピードッグキャンプがあり、

その他4、5回の大会があります。

「本部の大会宏一軍戦とする芯ら、我々は二軍あるい

は草野球大会的なフリスピードッグの基本的な遊び

方や楽しさを多くの方に知ってもらおう」を基本理

念に初歩的な大会と講習会を中心に活動を行ってお

ります。また、もっと練習したいと言う方の為に

JFA専用のトレー二ンク施設も完備しております。

毎回好評をいただき、次回大会を楽しみにしている

かたのためにスタ ッフ一同頑張っています。フリス

ピードッグについてや犬の基本的なしつけについて

もお気軽に相談ください。

支 部 長 関 口 行広

048-541-9822 

関西事務局/クラブ大阪

クラブ大阪は設立されてもう4年目になります。

メンパーも 170名とマンモスになり、月 1回の練習

会&模擬大会、年lこ1度の関西での各クラブ合同(ク

ラブ兵庫、クラブ瀬戸内)での大会と活動を行って

きました。2002年からは、クラブ長に萩原聖、劃

クラブ長に森政昭と新体制のクラブに生まれ変わり

ます。クラブ長変更に伴い関西事務局長に団野悦郎、

副事務局長に関川裕介と本部の承認のもと決定いた

しました。

これからも、関西ブロックでのフリスピードッグ発

展活動及び会場誘致、本部大会の運営協力にと新体

制にて頑張りますので皆様宜しくお願いいたします。
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事務局長団野悦郎

クラブ長萩原 聖

千葉支部

千葉支部では、 2ヶ月に一度の割合で千葉県在住の方

を中心に、まだフリスピードッグをはじめたばかり

の初心者の方や、これかう始めようという方を中心

にして支部主催のミ二大会や中級インストラクター2

名、初級インストラクタ-2名を中心とするスタッフ

多数にて初心者入門教室、スローイング教室等を聞

いています。随時、参加者や受講者をホームページ

で受け付けています。

是非お気軽に御参加ください。尚、しつけなどにお

困りの方もお気軽に御連絡ください。

支 部長早川利幸

クラブ神奈川

1999年の発足以来、毎朝公園の清掃活動をしなが

ら、愛犬家のモラルとマナーを訴え、いかに愛犬と

フリスビーを通して遊ぶか?と言う事をテーマにし

て、フリスピードッグ愛好家を増やし、そしてその

延長線上にある大会参加を目標に日々努力していま

す。

現在、中級インストラクター1名と初級インストラク

タ-2名、クラブメンバーも十数名でいろん芯人がい

ろいろな方法でフリスビーを楽しんでいて、クラブ

神奈川はたいへんアットホームな雰囲気のクラブで

す。

「フリスピードッグとの生活を楽しむリと言う事を

前提にクラブとしての活動も始めたばかりでまだま

だ未熟なクラブ神奈川ですが今後のフリスピードッ

グたちの活躍にご期待ください11

クラブ長高坂健一



〈ク ラブ駿河 〉

静岡県沼津市を中心に展開しているのがクラブ駿河

です。

沼津市は気候も温暖、食べ物も大変おいしく住んで

いる人間ものんびりしています。そんな土地柄です

ので和気あいあいと長く活動を続けていけるように

したいと思っております。

2001年度はメンパーの中から北海道札幌大会まで

遠征した方や石川県輪島大会へとジャパンファイナ

ル出場を目指すたのもしい仲間も現れました。大変

よろこばしいことで、是非、全国大会に飛び出しジ

ャパンファイナルで活躍できる仲間が数多く生まれ

て欲しい、そしてみんなで励まし応援したいと願っ

ています。

活動は年3-----4回の講習会を行っております。徐々に

試合形式の練習も増やしていきたいとおもいます。

また、バーベキューなども行い親睦を図っています。

今後ともよろしくお願いいたします。

クラブ長菅沼 由
一
旦

クラ ブ 福岡

2001年5月に発足。メンバーは34名と少ないがフ

リスピードック、を心から愛し、楽しんでいるメンバ

ーばかり。JFA公式選手権参加や会場誘致をはじめ、

九州地区で行われる各催し物などにも参加し、少し

でもフリスピードックに取り込む人が増えるよう日

夜アピールを行っています。また、定期講習会は第l

日曜日に行っているが、熱意あるメンバー達は毎週

日曜日も集まって練習会を開催しています。そして、

ビ、ギナーの為の初心者教室やスローイング教室を常

時開催し、フリスピードッグの裾野を広げる為の活

動も展開。そのせいかメンバーの愛犬も多種多彩で、

MIX犬をはじめM夕、ツクス、スパ二工ル、タービ‘ュレ

ン、 Gシェパ-ド、ゴールデン、ラブラドール、ボー

ダーコリーなど様々。

クラブ福岡では、キャンプや川遊び、バーベキュー、

各種パーティーなども企画し楽しく盛り上がってい

ます。お近くのかたはご遠慮なくご連絡をください。

一緒に楽しみましょう。

クラブ長松尾 興

くクラブ兵庫〉

iJFAクラブ兵庫」は田淵代表を中心に、 2001年9月

に設立されたばかりのJFAクラフです。

2002年1月のビギナーを対象とした「設立記念大会」

を皮切りに、本部大会の誘致はもちろん、クラブ主催

のミ二大会等のイベン卜も本格的に始動します。兵庫

県は、JFA公認クラブ設立以前からの誘致実績もあり、

行政や保健所との信頼関係もある程度築かれていま

すから、大会誘致、イベン卜開催に関しては比較的よ

い環境にあると言えます。しかし、フリスピードッグ

の正しい普及に努め、飼い主のモラルのさらなる向上

を目指さないと、この関係は維持できません。クラブ

兵庫では、フリスピードッグというスポーツの紹介、

普及に努め、プレーヤーの技術とモラルの向上を目指

し、スタッフ一向、飽くことのない息の長い活動を続

けて行きたいと考えています。

皆さん、兵庫の大会に是非お越しください!!

クラブ長田淵義博

事務局八木卓也

クラブ岩手

2001年8月より活動をさせて頂いておりますクラブ

岩手です。

クラブ岩手の活動内容は月 1回の予定でフリスビ-初

心者練習、チャレンジコートでの練習、しつけ教室

等を、現在盛岡を中心として活動をしておりますが、

メンバーの希望次第で岩手県内各地で行う事を検討

しております。

まだまだ出来たばかりのクラブですので練習会を中

心としておりますが、 2002年度の目標としまして

クラブ岩手ではチャレンジ、ビギナーを中心とした、

ミ二大会を予定しております。

県内にはまだ、「フリスピードッグ」自体を知ってい

る方が少ないのでメンバーの方々の口コミなどでメ

ンパーを少しすつ増やしております。

昨年度は大会に出場する機会が余り芯かったのです

が、クラブ設立により、遠方での大会出場が幾分楽

になるのではないかと思います。

2002年度はJFA自体に「クラブ岩手Jの名前が知

れ渡るよう、メンバーの方々には活動を広げて頂き

たいと思います。

今年度もクラブ岩手を宜しくお願いいたします。

クラブ長及川 E沙子
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〈クラブ瀬戸内〉

クラブ瀬戸内は2001年8月に発足したばかりのクラ

ブです。

メンバーも20人に満たない産声を上げたばかりのク

ラフです。従いましてフリスピードッグ歴2年未満の

メンバーがほとんどです。組織が小さい分、みんな和

気あいあいと何のトラブルも無く纏まりのあるクラブ

です。こんなメンバーの少ない誕生したばかりのクラ

ブではありますが、 JFA公認インストラクターは6人

もおります。これはJFA公認クラブの中で一番のイン

ストラクタ一割合だと思いますし、 2001年JFAジャ

パンファイナルにも6チームがノミネー卜されました。

組織が小さい分、ピギナーの方に対する指導もきめ細

やかにご指導できるクラフです。ただ、問題は中四国

9県という広いエリアでメンバーの数も少なく、みん

なで集合といラのが難しい状況ではありますが、

2002年からは少人数でもできるだけ地域別に練習会

などを開催し、メンバーの増員と技術やモラルの向上

に努め、できるだけ早い時期にもう少しエリアを狭め

たクラブの細分化をできるようにして行きたいと思っ

ています。こんなクラフですが、中四国にお住まいの

フリスピードッグファンの方、ドッグスポーツファン

の方は御一緒に勉強や練習をして行きましょう。

クラブ 仙台

クラブ長田口久善

メンバ一一同

おかげをもちまして、宮城県にも2001年12月に

「クラブ仙台」を設立することが出来ました。まだ、

できたばかりで何も解うないことばかりですがスタッ

フ一同ヤル気は漂っています。この場をかりまして、

設立するにあたりご協力いただきました本部や支部、

また各クラブの方々、及び地元のスタッフの皆様に感

謝を申し上げます。

東北地方では、 2つ自のクラブとなりますがフリスピ

ードッグ人口がまだまだ少ない地域ですので、これか

うも仙台を中心に東北宮城のフリスピードッグの普及

活動をはじめ技術・知識の向上、また認知度を高める

ためクラブ仙台スタッフ-問、精一杯の努力をいたす

覚悟でございます。

今後とも宜しくお願い致します。

クラブ長 ;庄子幸雄

③ 

〈クラブ札幌〉

北海道内でのフリスピードッグの歴史は案外長く、

1995年10月にピーター・ブルーム名誉会長を迎えて

帯広で行われた練習会を皮切りに、 1996年から毎年

1~2回大会が催されており、年々このフリスピードッ

グ競技を楽しむ人が増えています。近年は全国の大会

に遠征に出かけるチームも現れ、優秀な成績を残す事

も多くなりました。そんな中、全国レベルで競技を楽

しみたいとの声が多く上がり、クラブ札幌を創設する

ことになりました。

雪の為、半年間はシーズンオフで、毎年春になるとス

ローイングを体が忘れ、元に戻るまで1ヶ月位掛かる

という不利な条件を克服するため、この冬は屋内施設

を借りて、スローイングの練習会も計画しています。

また、今シーズンの公式戦では、内地の方々にも「札

幌に是非遠征したいと」言って頂けるような企画も考

え、楽しんで頂けるようにいたしますので、道内旅行

を兼ねてのご参加をお待ちしております。

まだまだ、クラブとしては駆け出しですが、スタッフ

一同力を合わせて盛り上げていきたいとおもいますの

で、御支援のほど宜しくお願いいたします。

クラブ長岡村一雄

r--" J、やJ、
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〈ク ラブ 三重〉

JFA会員の皆様、明けましておめでとうございます。

昨年末よりJFA本部事務局をはじめ各方面の皆様か

らの強い後押しもあり、新春|こJFA認定「クラブ三

重」を発足することが出来ました。

この三重の地でフリスピードッグが大好きなメンバ

ーが集まりました。フリスピードッグに興昧のある

人たちに、この競技の楽しさや愛犬とのつながりの

大切さを広めていくお手伝いができればと思ってい

ます。

三重県では、これまで3回の大会を開催させていただ

きました。思えば、まだ会員になりたての頃、岐阜

や愛知の皆様から「どこか大会の出来る場所がないか

な?Jという一言から始まったのを懐かしく思います。

たまたま三重では犬に対して寛容な公園がいくつか

あり、フリスピードッグに理解を示してくださる久

居市 -松坂市の方々にお会いできたことが何よりだ

ったと思います。また、大会ではクラブの会員の皆

様の協力もあり無事に開催することが出来ました。

遠い所からたくさん参加していただいたことも心か

ら感謝しています。これらの大会を通してフリスピ

ードッグに興昧を持ち、練習を始めた方もあり、次

の大会を楽しみにしている方々も多くて、今年は6月

に大会誘致を予定しています。

三重のメンバーはまだまだ少なく小さなクラブで、

これからの活動などまだ解らないことばかりですが、

どうかこれからも皆様の暖かい目とお力添えを宜し

くお願いします。

クラブ長畑中松雄

Z 

(クラブ群馬〉

JFA公認クラブ規定により2001年12月をもちまし

て廃止となりました。

クラブ長の田中さんをはじめスタッフの皆さん、あ

りがとうございました。

今後はプレーヤーとし、さらなる活躍を期待してお

ります。

しばらくの問、クラブ群馬は休眠クラブとさせてい

ただきます。

群馬県内の方でクラブ運営のご希望があればお気軽

に本部まで御連絡ください。

クラブ熊本

JFA公認クラブ規定により2001年12月をもちまし

て廃止となりました。

栄クラブ長をはじめスタッフの皆さん御苦労様でし

た。

尚、クラブ熊本は2002年度、新体制のもと、新た

に発足いたします。

熊本県内及び近郊の方、今しばらく御不便を御掛け

しますが宜しくお願い致します。パックアップ体制

が整い次第、公式シリーズ選手権熊本大会までには、

新生クラブ熊本を立ち上げますのでご期待ください。

今年度、期待の新設予定公認クラブ候補地

クラブ茨城/クラブ新潟/クラブ徳島/クラブ広

島/クラブ沖縄

クラブ京都/クラブ群馬/ほか。

① 



。ク‘フンドチャンピオンシップ (2001年11月4日)

順位 氏名 県名 犬名 犬種 ポイント

優勝 早川利幸 千葉県 BEAT ボーダーコリー 77 

準優勝 =本欽麗 東京都 力イザー ・ソゼ ボーダーコリー 65 (34) 

3位 団野悦郎 大阪府 ケープ ラブラドール 65 (17) 

4位 ヒロ ・サイト- 静岡県 エリーゼ ボーダーコリー 62 

5位 菅沼孝昭 静岡県 ツ- ボーダーコリー 61 

6位 笠原崇司 群馬県 ブライト ボーダーコリー 59 

7位 間 禎永 福岡県 グラス ボーダーコリー 56 

8位 新倉謙吾 北海道 メイ ラブラドール 43 

8位 大塚 裕 埼玉県 BINGO! ボーダーコリー 43 

10位 安田信二 鹿児島県 ハーツ ボーダーコリー 42 

11位 大塚 ネ谷 埼玉県 ジャッキー ボーダーコリー 41 

12位 田中安夫 群馬県 工アリアル ラブラドール 40 

12位 野呂瀬さゆり 神奈川県 }'¥、ソセ ボーダーコリー 40 

12位 木71木て 稔之 神奈川県 MISIA ボーダーコリー 40 

12位 八木 卓 也 兵庫県 工ビア Aシェパード 40 

16位 横山直正 静岡県 ATOM ボーダーコリー 39 

17位 石田牧彦 栃木県 サラ ボーダーコリー 37 

17位 団野悦郎 大阪府 ア二一 ラブラドール 37 

19位 小山 隆 東京都 アイス グローネンダ-)レ 33 

19位 若杉美 津夫 静岡県 メjレ ボーダーコリー 33 

19位 吉田 耕 一 京都府 こはる ボーダーコリー 33 

19位 丸山律子 千葉県 ミティーjレ-アンジェリ力 ボーダーコリー 33 

19位 高宮 克 也 神奈川県 ベス ボーダーコリー 33 

24位 小林 正 弘 新潟県 ビビアン ボーダーコリー 32 

24位 水越 徹 東京都 せれ ボーダーコリー 32 

24位 野呂 瀬郁夫 神奈川県 プリ工 ボーダーコリー 32 

24位 安田伸之 神奈川県 ガーフィ- ボーダーコリー 32 

24位 村田 尚 愛知県 ベティ ボーダーコリー 32 

29位 笠原崇司 群馬県 銀河 ボーダーコリー 30 

29位 萩原 聖 大阪府 ジャズ ボーダーコリー 30 

31位 阿部憲明 福岡県 ミント ボーダーコリー 29 

32位 =本 華余子 東京都 力イザー ボーダーコリー 27 

33位 須藤 充 新潟県 チッ卜 ミックス 26 

33位 山本栄治 兵庫県 ウィリー グレイハウンド 26 

33位 山口裕二 神奈川県 さくら ラブラドール 26 

33位 河内 孝 博 愛知県 かれん ラブラド-)レ 26 

33位 野呂瀬郁夫 神奈川県 }'¥、ソセ ボーダーコリー 26 

33位 関川裕介 京都府 ブルース ラブラド-)レ 26 

33位 須藤 充 新潟県 モア ボーダーコリー 26 

40位 原 英雄 滋賀県 }'¥卜ラ ボーダーコリー 25 

41位 田淵義博 兵庫県 K n i 9 h t Aシェパード 24 

42位 田中安夫 群馬県 工アウイング ラブラドール 23 

42位 金納 j羊 神奈川県 ジャウ~ ボーダーコリー 23 

⑬ 



順位 氏名 県名 犬名

44位 菅原 稔 東京都 ジ、ュディ

45位 加藤 典- 東京都 富士丸

46位 森井 雄一 埼玉県 ジュリオ

井上弘之 東京都 ゆふ

小寺 自F主叉ミ 東京都 LEE 

松尾 興 福岡県 ぺjレ

山口裕二 神奈川県 こうめ

野呂瀬さゆり 神奈川県 プリ工

仲林 謙 治 =重県 ロプロス

若杉 美津夫 静岡県 キャラ

平野 浩 一 大阪府 アーク

加部 真 巳 大阪府 遊

平舘 憲 一 群馬県 アンディ-

飛 弾野文泰 北海道 フン

=本欽麗 東京都 レイスター・ ソゼ

駒崎 玄 埼玉県 NERO 

大川| 龍明 静岡県 ゅう

西j華 賢祐 徳島県 ティナ

※グランドチャンピオンシップにノミネー卜されていました

ランキング 6位 田尻吾郎&3 ラブラドーjレ

ランキング21位 田尻吾郎&ハイジ ボーダーコリー

は都合により辞退されました。

(左より) 4 位 ヒ口 ・サイト-&エリーゼ

準優勝三本欽麗&力イザー ・ソゼ

優勝早川利幸&BEAT

3 位団野悦郎&ケープ

5 位 菅沼孝昭&ツ-

犬種 ポイント

ダjレメシアン 21 

ボーダーコ リー 19 

ゴールデン 16 

ボーダーコリー

ボーダーコリー

ボーダーコリー

ラブラドール

ボーダーコリー

ドーベルマン

ボーダーコリー

ボーダーコリー

ウエルシュコーギ-p

ラブラドール

ボーダーコリー

ボーダーコリー

ラブラドール

ボーダーコリー

Bタ-ビュレン

⑪ 



。フリーフライト

順位

優勝

準優勝

3位
4位
5位
6位
7位

7位
9位

10位
11位

11位

13位
14位
14位

16位
16位
18位
19位
20位

⑫ 

チャンビオンシップ
(2001年11月4日)

氏名 県名

高坂健一 神奈川県

早川利幸 千葉県

大塚 埼玉県

安田 信 二 鹿児島県

飛弾野文泰 北海道

横山直正 静岡県

榎本清貴 千葉県

高坂 健 一 神奈川県

塚崎誠次 京都府

横山直正 静岡県

横山直正 静岡県

上瀧浩 一 千葉県

中尾園枝 北海道

楠本勝次 大阪府

原 英雄 滋賀県

団野悦郎 大阪府

田口 久善 岡山県

塚崎誠次 京都府

菊地美奈子 千葉県

平野浩一 大阪府

犬名 犬種

Mousse ラブラドール

8EAT ボーダーコリー

ジャッキー ボーダーコリー

ハ-ツ ボーダーコリー

紋次郎 ボーダーコリー

MINNIE福来 ボーダーコリ ー

ブライ Aシェパード

Shampoo ラブラドール

モネ Gシェパード

ATOM ボーダーコリー

レオ ボーダーコリ ー

チャラ ラブラドール

楓こ ボーダーコリー

サリ- ミックス

ピアス ラブラドール

ケープ ラブラドール

ラブ ボーダーコリー

ナラ ボーダーコリー

トリッキ- Aキャ卜jレドック

アーク ボーダーコリー

(左より)準優勝 早川利幸&8EAT
優 勝高坂健一&MOUSSE
3 位 大塚裕&ジャッキー

ポイント

73.5 
72.0 
65.5 

65.0 
63.5 
38.5 
36.5 
36.5 
36.0 
34.5 
33.0 
33.0 
31.5 

31.0 
31.0 
30.5 
30.5 
30.0 
29.5 
29.0 



。レディースチャンピオンシップ (2001年11月4日)

順位

優勝

準優勝

3位

4位

5位

6位

6位

8位

9位

9位

11位

12位

13位

13位

15位

16位

17位

18位

19位

19位

氏名 県名 犬名

野呂瀬さゆり 神奈川県 プリ工

小津 陽 子 静岡県 サラ

間 美加 福岡県 グラス

安田教子 神奈川県 ガーフィー

松尾 史 恵 福岡県 ハリー

野呂瀬さゆり 神奈川県 クリス

稲井かおる 大阪府 ルビー

吉田美嘉子 京都府 さくら

井上 裕 子 東京都 ゆふ

片岡千 賀子 香川県 ゆーリ

平田千香子 群馬県 AIMY 

丸山 律 子 千葉県 ミティーjレ-アンジェリ力

田尻佳子 東京都 3 

小畠 恵 里 神奈川県 ラブ

田中 つぐ み 群馬県 工アリアル

小畠 恵 里 神奈川県 ハッピ-

山田ヒロ子 岐阜県 C a n2 

鈴木ひとみ 東京都 V i v i 

萩原多賀子 大阪府 ジャズ

笠原タ 喜子 群馬県 ブライト

小山 則 子 大阪府 はな

浦野孝子 茨城県 クゥ

山口佳代子 東京都 はな

萩原多賀子 大阪府 マリア

河村理 恵子 兵庫県 ピース

榎本晶子 千葉県 ブライ

小西 和 夏 大阪府 スキップ

上杉 彩 歌 東京都 シエリー

駒崎多佳美 埼玉県 NERO 

タト山 秀子 新潟県 マックス

(左より)準優勝小津陽子&サラ

優勝野呂瀬さゆり&プリ工

3 位閏美加&グラス

犬種 ポイント

ボーダーコリー 66 

ボーダーコリー 63 (28) 

ボーダーコリー 63 (24) 

ボーダーコリー 56 

ボーダーコリー 49 

ボーダーコリー 32 

Gシェパード 32 

ラブラドール 30 

ボーダーコリー 28 

ボーダーコリー 28 

ラブラドール 26 

ボーダーコリー 25 

ラブラドール 24 

ラブラドール 24 

ラブラドール 22 

Aケルビー 20 

Aシ工}'¥-ド 19 

ボーダーコリー 18 

ボーダーコリー 14 

ボーダーコリー 14 

Aシェパ-ド

ボーダーコリー

ゴールデン

ボーダーコリー

ラブラドール

Aシェパ-ド

ゴールデン

ラブラドール

ラブラドール

ゴールデン
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。ロンク‘デ‘ィスタンスチャンピオンシップ(男子)(2001年11月4日)

順位 氏名 県名 犬名 犬種 記録

優勝 一柳浩一 佐賀県 らぶ蔵 ラブラドール 65.67m 
準優勝 飛弾野文泰 北海道 紋次郎 ボーダーコリー 61.43m 
3位 新倉謙吾 北海道 メイ フブ、フド-)レ 56.95m 
4位 依田充弘 静岡県 Hime ラブラドール 56.35m 
5位 新倉謙吾 北海道 みこちゃん ラブラドール 55.26m 
6位 閏 禎永 福岡県 グフス ボーダーコリー 52.52m 
7位 鈴木 敢 神奈川県 Ricks ボーダーコリー 50.74m 
8位 仲林謙治 =重県 口プロス ド-ぺjレマン 48.49m 

角野良太 京都府 シータ ラブラドール

高田雄二 兵庫県 グアパ フブフドール

高宮克也 神奈川県 ベス ボーダーコリー

設楽善弥 北海道 Ni ke ボーダーコリー

菅原健太郎 東京都 ジ、ュディ ダルメシアン

-ロンク‘デ‘ィスタンスチャンピオンシップ(女子)(2001年11月4日)

順位 氏名 県名 犬名 犬種 記録

イ憂勝 石川ひと美 愛知県 日青 ボーダーコリ ー

準優勝 丸山律 子 千葉県 ミティーjレ-アンジェリ力 ボーダーコリー

3位 松尾史 恵 福岡県 ハ リ - ボーダーコリー

41立 山口佳代子 東京都 はな ゴールデン

5位 瀬口いづみ 鹿児島県 ASH フブフドール

6位 内藤佳子 愛知県 ライアン ボーダーコリー

7位 依田由香 静岡県 合臣 ラブラドール

8位 水口菜穂子 千葉県 く- Aシェパ-ド I 27.78m 
稲井かおる 大阪府 ルビー Gシェパード

野85.頼さゆり 神奈川県 クリス ボーダーコリー

藤原百合子 神奈川県 ジ、ョイ フプフドール

=木かおる 山梨県 やまと ゴールデン

横山幸子 埼玉県 サクラ ラブラドール

ピーター ・ブルーム&
石川ひと美&晴 ジェフ-ペリー

⑬ 



.男女ベアの部 (2001年11月3日)

)11買位 氏名 県名 犬名

優勝
安田教子

神奈川県 ガーフィ-
安田伸之

準優勝
丸山 律 子

千葉県 |ミティーjレ・アンシ、ェリ力
若杉美津夫

3位
田尻佳子

東京都 |せれ
水越 徹

4位
大塚彩花

埼玉県 |ジャ、ソキー
大塚

5位
田中つぐみ

神奈川県 |さくら
山口裕二

6位
小田島ヒロ子

埼玉県 |ヴ、イツツ
青柳 克 芳

7位
石川ひとみ

愛知県 |ぺティ
村田 尚

8位
依田 由 香

静岡県 I Hime 
依田 充 弘

8位
水越りえ

東京都 I LEE 
小寺 巨FEミ又

10位
鈴木 ひとみ

栃木県 |サラ
石田牧彦

(左より)準優勝 丸山律子・若杉美津夫&ミティールアンジェリ力

優勝安田教子・安田伸之&ガーフィー

3 位田尻佳子-水越徹&せれ

犬種 |ポイント

ボーダーコリー 72 

|ボーダーコリー 65 

iボーダーコリー 56 

|ボーダーコリー 34 

|ラプラドール 27 

|ラブラドール 22 

|ボーダコリー 20 

|ラブラドール 19 

|ボーダーコリー 19 

|ボーダーコリー 16 

⑬ 
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。親子ベアの部 (2001年11月3日)

JII買位 氏名 県名

優勝
小西 和 夏

大阪府 スキップ
小西秀則

準優勝
大川将輝

静岡県 |ビッキ-
大川龍明

3位
空野 葵

兵庫県 |あなん
空野正 志

4位
関川懸介

京都府 |メイミィ ~
関川裕介

5位
水越 I~~ 

東京都 |せれ
水越 徹

6位
田口佳奈

岡山県 |ラブ
田口 久善

7位
大川祥 央

静岡県 |ビッキー
大川龍明

8位
大川僚介

静岡県 |なな
大川 イ雪

9位
松尾楓馬

埼玉県 |ガーディー
松尾 幸 代

(左より)準優勝大川将輝-大川龍明&ビッキ-

優 勝 小西和夏 -小西秀則&スキップ

3 位 空野 葵-空野正志&あなん

⑬ 

犬名 犬種 |ポイント

ゴールデン 77 

|ボーダーコリー 55 

|ラブラドール 45 

|ラブラドール 36 

|ボーダーコリー 33 

|ボーダーコリー 31 

|ボーダーコリー 28 

|ボーダーコリー 21 

|ダルメシアン 4 



。シニアドッグの部 (2001年11月3日)

)11費位 氏名 県名 犬名 犬種 ポイント

優勝 土田 真 神奈川県 ラスティ ボーダーコリー 46 

準優勝 角野和夫 京都府 シータ ラブラドール 40 

3位 佐倉一 吉 滋賀県 ウラン ラブラドール 30 

4位 仲林謙 治 =重県 ロデム ドーベルマン 24 

5位 中尾朋子 大阪府 アjレ Gシェパ-ド 20 

5位 西川美和子 兵庫県 シエリー ラブフドール 20 

7位 石居 ーσEコ芭ー;0ー 東京都 ラム ミックス 19 

8位 岩崎勝人 兵庫県 jレナ エアデールテリア 18 

9位 吉田勝 巴 忠都府 イブ フブフドール 16 

10位 谷端賢二 兵庫県 ケビン ゴールデン 6 

10位 内藤貞典 東京都 大輔 Gシェパード 6 

(左より)

準優勝 角野和夫&シータ

優勝土田真&ラスティ

3 位佐倉一吉&ウラン

.小型犬の部 (2001年11月3日)

順位 氏名 県名

優勝 加部真巳 大阪府

準優勝 青柳克芳 群馬県

3位 鈴木昌彦 愛知県

4位 梅田良平 大阪府

5位 藤岡耕治 茨城県

6位 l墨田知博 千葉県

7位 中井浩一 神奈川県

8位 石橋泰夫 東京都

9位 青柳克 芳 群馬県

9位 西j華賢 祐 徳島県

11位 重信雅之 東京都

12位 早津 隆 千葉県

13位 柳 ZEd目bリ 広島県

犬名 犬種

遊 ウエルシュコーギ-p

ジュリア E. Cスパ二工ル

キャンディー ウエルシュコーギーP
コ二一 ウ工jレシュコーギ-K

白足袋小一郎 ウエルシュコーギ-p

ブラウ二一 ウエルシュコーギ-p

マリン ウエルシュコーギ-p

DAINA ウエルシュコーギ-p

れいら E. Sスパニ工jレ
フォックス ウエルシュコーギ-p

メイ ウ工Jレシュコーギ-p

サ工 ウ工jレシュコーギ-p

ニット ウエルシュコーギ-p

(左より)

準優勝青柳克芳&ジュリア

優勝加部真巳&遊

ポイント

72 

66 

65 

38 

33 

31 

28 

24 

19 

19 

14 

12 

3 位鈴木昌彦&キャンディー

⑫ 



-こどもの部 (2001年11月3日)

)11買位 氏名 県名 犬名 犬種 ポイン卜

優勝 水越 馬空 東京都 せれ ボーダーコリー 71 

準優勝 上杉聖 人 東京都 シエリー 、‘ ラブラドール 66 

3位 松尾 1風馬 埼玉県 ガーディ- ダルメシアン 59 

⑬ 

4位 小西楓花 大阪府 スキップ

5位 小西和夏 大阪府 スキップ

5位 坂田菜美 東京都 のん

7位 田口佳奈 岡山県 ラブ

8位 大川| 将輝 静岡県 ビ¥ソキ-

9位 大川| 将輝 静岡県 ユウ

10位 吉川| 惰希 大阪府 ハウザ-

11位 団野夢華 大阪府 ア二一

2001年度

年間最多獲得ポイントランキング1位

三本欽麗&力イザー ・ソゼ

ゴ-)レデン 41 

ゴールデン 40 

ウ工jレシュコーギ-p 40 

ボーダーコリー 38 

ボーダーコリー 37 

ボーダーコリー 32 

ボーダーコリー 28 

ラブラドール 21 

(左より)

準 優 勝 上 杉 聖 人 & シ エ リ -

J優勝水越 駿&せれ

; 3 位松尾堀馬&ガーディー



-第一章総則

・第一条(名称)

本協会は日本フリスピードッグ協会 (JapanFrisbeedog 

AssociationJ (JF A)と呼称する。

-第二条(事務局)

本協会は協会統括事務所を下記の住所に置き本住所を事務、

事業の統括所在地とする。

新潟県新潟市川岸町3丁目20番地6号ナシぞトビル1F 

圏第二章 目的及び事業

.第一条(目的)

本協会は愛犬家及び未来の愛犬家の為にフりスピードッグス

ポーツの楽しさ、喜びの紹介、技術の向上を目的とした各種

競技会等の開催を行う。又、フリスピーテ、ィスクを介し愛犬

の接、及び本来の愛犬の飼育、接し方の指導を行い、広く人

類の動物愛護精神の向上、本協会会員相互の友好を推進し、

併せて国内外の愛犬文化と愛犬の社会的地位向上と発展に寄

与することを基本目的とする。

-第二条(事業)

本協会は第二章第一条の目的を遂行、達成する為に以下の事

業を行うものとする。

①フりスピードッグの普及及び広報活動を行う。

②フリスピードッグ及び愛犬に関する告種講習会、講義、競

技会等の開催を行う。

③本協会会員の為のフリスピードッグの技術、知識の向上、

会報機関紙の発行。未来の愛犬家の為に各種ビデオ、図書、

フυスピーディスクの販売、頒布斡旋を行う。

④フリスピードッグスポーツの指導員の育成。各種デモンス

トレーターの育成及び各種競技会審判員の育成を行う。

⑤民間企業、各種公共団体へ本協会への資金援助 ・協賛依頼

を行い、協会会員諸子への負担軽減及び協会の設立趣旨、

目的達成の為行動する。

⑤その他本協会の設立趣旨に乗っ取り愛犬及び愛犬家の為に

必要な事業を随時行う。

-第三条(事業年度)

本協会の事業年度区分を毎年1月1日から 12月31日と定め

る。

-第四条

如何なる件に関しても、全ての決定事項は統括事務局が行う

ものとする。

置第三章会員

・第一条

本協会を構成する会員は本協会の設立・行動主旨に賛同する

愛犬及びそれぞれに準する者とする。

-第二条(入会)

本協会へ入会・会員と芯る時は別に定める入会申込みによっ

て手続きし、統括事務局の承認を受けなければならない。

-第三条(会員の権利)

①入会、脱会は本人の意志により決定する。

②本協会の会員権利は他に譲渡するととはできない。

③本協会の会員は協会発行物・刊行物・その他に関して特典

を受けられる他、本協会が主催・開催する各種事業に参加

することができる。

-第四条(除名)

次の告号の事項のいすれか一つに該当した会員は協会統括事

務局の決定-決議により本協会より除名を行う。

①本協会の目的・運営等は事業を濃いに妨害し、本協会並びに

会員諸子の名誉を棄損する行為があったと認定された場合。

②規約もしくは本協会統括事務局の決議、忠告を無視した行

為を行った時。

③著しく公序・良識を犯し、愛犬家としてのモラル・マナー

を犯した時。

④己が利益又は己が所属する団体の利益を追求し、本協会会

員並びに世の愛犬家に被害を与えた者及び組織。

第四条④補足追記

第四条④に抵触した者及び組織に対し本協会は頑固たる処罰

を行う事を明記する。

-第五条

年会費は入会登録日又は、更新日より 1年間とする。断続希

望の場合は期間内に更新を行わなければならないものとす

る。期間を週ぎた場合はいかなる理由に於いても会員資格を

失うものとする。

-第六条(会員資格の損失)

①退会。

②除名。

③更新を行わなかった場合0.. 

-第四章雑則

・第一条

本規約に定める他、本協会の事務運営に必要な細則は本協会

統括事務局の決議を経て、別に定めるものとする。

⑬ 



回…一
栄養バランスにも、素材選びにもこだわりました。

1袋で良さがわかるフレミアムフードです二

ー一一一年齢に合わせて選べますL一一一

治 軍

þ~~~~ ..... 

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す二ファーストチョイスは、

獣医師が開発した、カナダ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/低カロリー食。

・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。

たん白質

代謝

エネルギ
.脂肪

成長段階ごとに異怠る栄養バランスの設計

(成犬用を100とした場合)

… 幼犬用妊娠後期/授乳犬用

一一 成犬用

・・・ 高齢犬用

※ファー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占

生活文化貢献商社 $ 蝶理株式会社 ._'~4~.;aヨE叡生法尋問l: 1'l桂三・・・ 留置 0120・30・1249
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