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• JFAメンバーの皆さんへ

JFAメンバーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。6月に入り 、

梅雨の季節という事で、愛犬の体調も気になる時期となりました。

そして、あっという聞に夏の訪れです。海水浴、川遊び、に出かける

方も数多くいる事でしょうが、日射病・熱射病には十分気を付けて、

夏を乗り越えてほしいと願っております。

2003年も既に後半戦へと入りました。設立より 10周年を数え、

皆さんへはお知らせ済みですが、日本に於いて、世界選手権をJFA

独自にて開催いたします。予選会の方も熱戦が続いており 、又、来

日選手への話し合いも進めています。この機会に是非、世界ヘ挑戦

してみてはいかがでしょう。

今年の2月には、歴史的フリスピードッグ世界選手権"TheAshley 

Whippet Invitational Canine Frisbee Disc World Championships" 

がアメリ力、ロサンゼjレスのラ-ミラ夕、にて開催され、日本のトッ

ププレーヤーがフリーフライト部門 COpencompetitorsと名称)

に9チーム、ディスタンス部門 CAmateurdivisionと名称)に2チー

ムが参戦しました。各選手、すばらしい成績を残し、無事帰国しま

した。

World Championshipstこ参加した選手の参戦記をここにご紹介し
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アメリ力、ロサンゼルス。初めての大会を見学したのを含めてフ

リスピードックの大会ためにアメリ力に来たのはこれで3回目にな

る。ワシントン、アトラン夕、そしてロサンゼルスとそれぞれ場所

は違っているがやはりフリスピードック発祥の固としていつ来ても

わくわくしてくる。

特に今回は歴史のあるアシユレイウィペット、インピテーショナ

ルの大会が復活してその大会に参加出場できることはフリスピード

ックにかかわっているものとしてとても名誉なことだと思う。

日本にいる時から情報で気温が20度以上になるのではとは思っ

ていたが日本のむしむしさはないがやはり暑い l大会前日の練習で

もいつものように動かすとビートも少しパテが早いみたいだ。ただ

今回の会場の芝生は奇麗に張れてはいるが日本の芝生と違い少し長

くどちうかと言うと牧草に近い感じだ、った。そのせいで少し動きが

と5れていることもあるだろうと思う。

ビートの体調もいいようだ。

今回の大会は何とが結果を出したいと思っていた。でもオーブン

ディビジョンの参加チームは60チーム弱の参加に芯る。ますは予

選第1ラウンドのフりーフライトで20チームに絞られ、次に第2ラ

ウンドでディスタンスとフリ フライトを行いそこで上位12チー

ムを決めてやっと翌日の決勝ラウンドに進出することができる。

決勝ラウンドに進むためにアメリ力に来る前かう予選のルーティ

ーンと決勝のル ティ ンをまるっきり変えて練習を繰り返してき

た。2つのルーティーンを練習。することによってビートにかかる

負担を増やしてしまったことが申し訳なかった。予選のルーティー

ンはミスを少なくする安全性を重視してビートが確実にできる確率

の高いトリックをつないで作り、万が一風が強いことも想定してグ

ランドでの低い位置のトリ ックはいつもより多くいれた。でも自分

とビートの一番アピールしたかった部分のスピードとルーティーン

の流れを殺さないように、またできるだけ落ちているフリスビーを

拾っている聞にもビートがうろうろしているような無だ芯時聞が芯

いようにルーティーンで構成した。その結果90秒でスムーズにこ

芯せて33投、ミスが多ければ30投の構成をつくった。普通25投

前後の構成になるので15秒分くらい多い投数なので自分もその分

機敏に動かなければならなかったのでかなりきっかった。なのでア

メリ力に行くまでの練習はいままでより多くの時聞を犬なしでのフ

リールーティーンの練習を多く費やした。投数がおおければいいわ

けで、はないが今回はこれで挑戦してみたかった。でもアメリ力のジ

ヤツジにはせせこましく思ううしく寸評にもディスクマネージメン

トは良いがもっとゆっくりとというコメン卜もいただいた。しかし

これが自分のチームの持ち昧なのでかえるつもりはないが何人もの

アメリ力人のプレーヤーにいいルーティーンた、ったといってもらえ

たことがとてもうれしかった。

予選第1ラウンド、 30投中5投ミスだろうか、少し簡単なミスが

あったけれどまあ1ラウンドめにしては満足のいく出来だった。思っ

ていたとおりショーマンシッブと工キセキューションはそれぞれ9ポ

イン卜と高い得点を得ることができた。でもディフィ力リティーは

安全性を重視したせいで8.5ポイン卜。一番ビートに欠けけているリ

ーピンク‘も8.5ポイントと若干低かったがトータルで35ポイントで

とりあえずベスト10には入りいい位置につけることができた。

次のディスタンスは何とか無難にこ芯し、明日の決勝に残るため

には次のフリ フライトの演技で決まることになる。第3ラウンド

フリーフライトが始まる。残った他の日本チームのメンバーもアメ

リ力チームもみんないい出来だった。それを応援したり見ているだ

けでもとても興奮して楽しかった。いよいよ自分の番、立ち上がり

もスムーズにこなして32投中3投ミス今大会で一番いい出来の演技

だった。ショーマンシッブは9ポイントと工キセキューション9.5

ポイントはそれぞれ高い得点を得ることができたがやはりディフィ

力リティーは8.5ポイントで少し低いそれでもリ ピンク、は9ポイ

ントを取ることができトータル36ポイントを獲得して翌日の決勝

ラウンドに進むことができた。

翌日、決勝ラウンド。昨晩、ちょっと眠れそうになかったのでいっ

しょに行ったメンバーにも5った睡眠薬を生まれてはじめて飲んでぐ

っすり眠ろうと思ったが結局3時くらいには目が覚めてしまった。

前日の予選でよ出来の3位で通過した。今日最初の競技はテ、ィス

タンスか5だ。ここで一気にトップとの差を縮めておきたかったが

5投J¥ーフヱクトキャ ッチだったがイマイチ距離が短く無難なポイ

ントで終わってしまって差を縮めることができなかった。

いよいよ最後にフリーフライトの演技、アメリ力に来てはじめて

決勝パージョンのルーティーンのやることになる。ちょっと大袈裟

だが決勝パージョンは予選の時より技のパリ工ーションを増やし卜

Ijックスローも少し入れてできるだけアメリ力チックに構成をつく

ってみた。ちょっと心配なのは予選のルーティーンがやっている途

中に頭によぎり迷わないかだ
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いよいよ演技、スター卜はスムーズに行ったがその後 ヤパ

イ川思っていたことが現実に。ふっ、と遣うトリ ックをしてしまお

うと思ってしまってタイミングがずれてしまった。少し乱れてしま

ったがなんとか立て直して5投のミスで演技は終わった。ショーマ

ンシッブは9.5ポイン卜の高い得点と工キセキューション、ディフ



ィカリティーリーピンク‘はそれぞれ8.5ポイン卜を獲得してトータ

ルで35ポイン卜だった。

ぎた決勝ラウンドで、優勝した安定したポブヱパンスの演技も良

かった。特筆すべきはボブヱパンスのプレイに対する姿勢だ。フリ

フライトの競技は総合力の勝負だ。フリーだけ良くてもいけない

しディスタンスだけ良くてもいけない。彼は自分の弱点を良く知っ

ている。70才にもなる彼が大会当日までの練習で自分のチームの

弱い点のテ、ィスタンスの練習を人一倍練習を繰り返していた。割と

練習をする日本チームよりも練習を続ける彼のプレイに対する真剣

さが感じうれ脱帽だった。また一番アメリ力に来て感動したのは準

優勝したポン&チコのチームの演技だった。フリスピードッグをや

っていて初めて見た一つもミスのないパーフェクトキャッチの演技

は39.5ポイントという素晴らしいポイントを獲得して見ていて鳥

肌がたつようだった。これを見れただけでもアメリ力に来たかいが

あるようだった。本人も相当うれしかったらしく演技が終わったあ

ところがりまわってよろこんでいた。フリーフライトをやっていて

パ フェクトキャ ッチの演技は目標のひとつでいつかは自分もやっ

てみたいと思った。

結果は、今回の目標であった結果を出すことができ2人の元世界

チャンピオンの次につく3位入賞を果たすことができた。

今回の大会は60チ ムに及13，プレーヤーのプレイを目の当たり

にしてアメリ力のフリフライトの奥深さや楽しさを見ることができ

とても楽しく興奮してあ5ためてフリーフライトの楽しさを実感で

きることができた遠征でした。

最後に、ビートはホン卜にいい子になってきた。飼い主の望むい

いこになってきた。飼い主のわがままかもしれないが、若かった時

の人を受け付けなかったビートが信じられないくらいにいろいろな

ものを吸収して成長してきた彼女をいとおしく思いとても可愛く思

いそんなビートに脱帽である。
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Whippet CANINE 

CHAMPIONSHIPS 

高坂健一&Mousse

今回の参戦で渡米|ま3度目の高坂Mousseチームだが、日本が冬

で寒い時期、 ロスは、比較的暖かい時期と聞いて、 Mousseの体力

的な事がとても気になった。

実際の会場練習の時には、 Mousseはパテ気昧だ、った。

大会前日のピザパーティも楽しかった。

貸し切りだ、と思って行ったが一般のお客さんと一緒で出場者の参

加も少なかったがピザ屋の!古内の一角はフリスビーショッブと芯つ

FREIBEE DISC 

てしまうほどフりスビ一交換や、販売所になってしまった。

大会当日は、前回のアトランタで一緒にプレーした、ボブ・ 二ツ

クチームやチャック・ド二一チームと挨拶を交わした。

参加プレイヤーのレベルは、前回のア トランタより高く素晴らし

いプレーの連続だった。日本人プレイヤーも大健闘だった。

今回、大会をサポー卜してくれた、 JFA日本フリスピードッグ協

会、 DISCOVERING THE WORLD、USAスタッフの皆様、そ

して、応援してくださった皆様、ありがとうございました。

アシュレーウイペット
世界選手権参戦記

林康男&愛鈴

2月19日(水)

今日は息子の高校受験目、 AM7:30息子を、友達の家に送って行

き、 AM9:00愛鈴と成田空港に向けて出発。

首都高速で多少渋滞が有ったが、予定より 1時間早く着きそうだ

った為、成田検疫所の係留設備を見学してゆく事にした。1時間前

の予約だったが、検疫所の人は快く引き受けてくれて約30分間設

備の見学に付き合ってくれた。16日間愛鈴を預ける訳だけれど、

世話をしてくれる北村さんとも話しが出来安心する事ができた。

成田空港で小JIIDANチームと合流。検疫を済ませ、いざロサンゼ

ルスへ出発。

飛行機は約30分遅れてフライト、 LAX着は予定より60分遅れて

到着。さうに入国審査にもたつき、空港を出たのが12:30頃。

今回は3グル ブに分かれて渡米した訳だけれど、私のチームが

最終便でしかも60分も遅れて1便の人には3時間も待たせてしまっ

た。お待たせした皆さん申し訳ありません。

この日はホテルに着くと一日ゆっくりと週ごす。
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部屋は思ったより広く椅麗で合格 1 1勿論愛犬と一緒におねん

ね11

2月20日(木)
AM10・30よりディス力パリ一社見学に向け皆と出発。

ディスクを作っているところが見れると思っていたが、販売居兼

倉庫とプリント機が有るのみ、少し残念。

でも色々珍しいディスクが有り、皆んな買いまくっていた。私も

つられて、衝動買い。

午後か5は、愛犬と大会会場視察。

広さは十分だけれど日本に比べ芝生が深く、犬の足がとうれそう。

叉完全に平坦でなく若干の傾斜有り気になったが、競技をする上で

問題となるレベルではなさそう。

軽く練習したが、風もなく、愛鈴の調子も良さそう。

PM8:0。
獣医による健康診断。

狂犬病のワクチンの種類が書いてないと聞いてヒヤU。

検温に慣れてなく、嫌がる愛鈴を押さえ込み何かと終了。

2月21日(金)

AM8:30 大会会場に向け練習に出発。

日中は23度程度に気温が上がる為、涼しい午前中に愛犬を大会

会場に連れて行き練習することにした。

グラウンドは芝に水が撒いてあり、滑りやすい状態。しかも芝が

深く滑るためか、昨日と遣いトスの高さと愛鈴のジャンプのタイミ

ングが合わすに、ミスキャッチの連発。

伺だか嫌な予感。

怪しいスパイダーマン2の映画スタッフが現れ、たくさん写真を

撮うれる。

1時間半程度練習をしてホテルへ帰る。

PMO・00再び大会会場に向け出発

今度は、愛鈴はホテルで留守番。

会場に着くと参加選手が続々と登場。

ボブ 工パンスも来てお.り、ディスタンスの練習をもくもくとし

ていた。

アメリ力の大会に来たんだな~と少し実感が湧いてくる。

早川さんに投げ練を付き合ってもらって汗をかく。

湿度が低い為か汗をかいてもとても爽やか。

PM6:00 アメリ力の選手とのピザパーティー

J¥ーティー会場につくと既にアメリ力のチームは出来上がってお

り、乗り遅れの感があった。

前夜祭と思って参加した、ピザパーティー、しかしこの後想像を

絶することが始まるにはそん芯に時間はかから芯かった。

なんと、ピザレストランでTシャツ、ディスクの販売、交換会が

始まったのだ。

アメリ力人がパックに詰めたディスクTシャツを持ってきてこれ

を、日本人選手が自分のディスクとトレードする。ここまでなう、

微笑ましい光景と思うが、なんとレストランのテーブルに商品を飾

り盛大に売買が始まったのだ、ディスクコレクションが無い私にと

ってはあきれずにはいられなかった。

ホテルに帰ると、愛鈴が眠そうな顔をして出迎えた、鼻を触ると

力ラ力ラに乾いていた。

もうすっかり、ホテルの部屋に慣れたようだ。

2月22日(土)

いよいよ大会予選当日。

AM7:30 会場に向け2班に別れて出陣。快晴微風 コンディ

ションは上々。

愛鈴は現地が準備してくれたテントの下、ケージに入れて待機さ

せておくことにした。

何だか、プログラムも無く、何時始まるか分かうない1次予選が

両国の国旗掲揚とともに始まりいよいよスター卜。

出番は37番のため、ビデオ力メラを片手に座って他選手の演技

を観戦することにした。

アメリ力選手のスローインク、の多様さとキャ ッチ率の高さ、又ア

ピールの上手さに驚く。

日本選手も次々に出場してゆく。

好調だ11

たどたどしい言葉で r)¥ヤシ アイリーンjとコールされる。

いよいよ出番だ。緊張の為か、患苦しい。気持をほぐすために、

日本チームに向け手を上げてアピール。

曲がスター卜。緊張の1投目、 トスが少し高くミスキャッチ。芝

に愛鈴の足がとられたのだ。

これはます‘いと思い、 トスの高さを低くして演技再開。トスが低

すぎて愛鈴のフリ ップが決まらない。

頭の中が真っ白になり、ルーティンを忘れてしまった。愛鈴が勢

い良く向かつてくる。何とか体を交して中途半端芯ボルトでクリア

一。腕が伸びすにディスクの安定性が悪い。でも愛鈴が斜めになっ

たディスクを次々にキャ ッチをしてくれる。3投ミスキャ ッチで最

後見せ場のル ティンをを迎える。連続キャ ッチOK、勝負見せ場

のバタフライパックボルト、残念ミスキャッチ。

諦めす、に再度挑戦。愛鈴が見事にキャッチ。

だけど、満足できる演技ではなかった。

得点にも現れ。次予選は33.5ポイントで3チーム同点10位で通

過。1位はボブ工パンスの37ポイン卜。

この時点で60チームから22チームに絞られる。

2次予選のディスタンス

右からの軽い追い風。

日本と違い、レディーが無く、いき芯りGOに芯る。

リズムが崩れ1投目は低すぎ、ミスキャッチ。

残り3投を愛鈴がキャ ッチしてくれ8.5ポイント順位は変わうす、

10位ぐらいだと思った。

トップボブは確か14ポイントつ。トップとの差は更に広がる。

2次予選フリースタイル

明日の決勝に出れるかどうかは、このフリーにかかっている。

r) ¥ヤシ アイリーンjとコールされる。

緊張をほぐす為に、日本チームに向け手を上げてアピール。 反

応が少ない。(淋しし，)

再度アピール。今度は皆声援を送ってくれた。(日本チームの皆

さん有り難うございました)

曲がスタート。

1投目のパックフリ ップ。見事にキャッチ。高さも十分。

続けて4投連続キャ ッチ よーし のるぞーと自分に言い聞かせ

体でリズムをとる。

愛鈴が次々と高いジャンブで確実に決めてゆく。

2投ミスで最後のルーティンに入る。チェストパックボルトから

バタフライパックボルト見事に愛鈴がキャッチ。

ガッツポーズ。ミスは有ったものの今度は自分で納得で、きる演技

が出来た。

ケージの前で愛鈴に何度も有り難うといった。フリスビーをはじ

めてこんなに嬉しかったことは無いぐらい嬉しかった。

このとき初めてアメリ力まで来て良かったと思った。

得点は36ポイント予測どおりの高ポイン卜11 心配していた二次

予選を7位で見事通過。安田八一ツチームと握手して喜んだ。この

ラウンドのポブ・工パンスは36.5ポイン卜、 トータルでダントツ

トップ。ボブとの差は11点 もはや優勝は諦めざるを得ない物の、

決勝進出ポイント3位早川さんとの差は3点で表彰台のチャンスは

十分あり。

明日の決勝に勝負をかける事にした。
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安田信二&八一ツ

2月19日出発の目、 8時30分鹿児島発の便に乗る為、搭乗口付

近で、待っていると、突然のアナウンス「機材整備のため出発が遅れ

ます。そのままおまちください。J。同じようなアナウンスが数回流

れ、とうとう出発時刻になっても案内が芯い、おかしいと思いなが

5なにげなく飛行機を見ていると、何と機体がトラックに牽引され

て行くではないか |すごく嫌な予感・ 0・ またアナウンス「機材整備

に時間がかかる為、 9時50分発の便に振り替えますJ マジでやば

い・・・ 顔が青ざめる・・・ なんとか、少し早い他の便に振りかえても

うったが、羽田に迎えに来るはすの高坂さんとも連絡がとれない。

高坂さんの奥さんに連絡し事情を説明。落ち着かないまま飛行機に

乗り込み11時30分羽田に到着、到着ロビーに高板さんを見つけひ

と安心。

成固までの道中、前回のアメリ力での話しで盛り上がり、いやが

おうにも期待が膨うむ。口スまでのフライトは長かったが、意外に

快適で機内食のビビンパもなか芯か美昧。

ロス到着後、荷物を受け取り早速八一ツを探す。パリケンを見つけ

中を覗くと久しぶりの再会にうれしそう芯ハ ツ。早く入国を済ま

せ排尿させたいのだが、ここでまた トラブル発生。ドッグフー ドに

USA産の表示がない為、持ち込む事ができ芯いらしい。抗議したく

ても早口の為、言葉が理解でき芯い、本当にくやしかった。

上田さんにレンタカーでペッ トショッブに連れて行ってもうった

が 同じフードが見つからすとりあえすイ也のフードを購入したもの

の、やはり突然の環境の変化と食べなれないフードの為に便がゆる

い。事前に調べておけば、こんな事にはなら芯かったはず… いま

さら自分を責めても仕方ないので、なるべく一緒にいる時聞を作り、

できるだけ八一ツにストレスを感じさせないように努力した。八一

ツ自身は見た感じでは、いつも通りの能天気な表情。そうこうして

いるうちに、大会前日には何とか便も固まりひと安心。

大会前日は、アメIj力の選手と 緒にピザパーティ。最初は、い

まいち溶け込めず、静かなパーティがスター卜したが、小川さんが自

分のTシャツにサインをもうった頃から急展開。サイン入りディス

クの交換やレアものディスク販売とちょっとした即売会。勢いにま

かせ派手なTシャツを購入した。JFAの公式戦で着ちやおうかな、

とても普段着て歩けるデザインではないし。

いよいよ大会当日、会場はほとんど正方形。長さが短いのでミド

ルスローの距離のコントロールが難しそう。八一ツを軽く動かして

みたが、いつもどおりでいい感じに仕上がってる様子。後は自分次

第

1 R目、いつものようにフィールドに入りスタンパイし音楽スタ

ー卜。ところがフィールドで聞く音楽の音量がやたら大きし1。コマ

ンドが届くのかつ 八一ツは驚いてないかつ)¥ーツを見ても全く気

にしている様子もない。自分も適度な緊張でいつもどおり。

新たに練習してきたジャグリング? 練習でもミスが多かったの

世界大会出場のチャンスは
突然に

村上行弘&K副Iy

それは世界大会開催の2ヶ月前のこと日本での選考大会が開催さ

れるという情報が耳に入り日本フリスピードッグ協会に確認したと

で当日まで使うかどうか迷ったが、開き直り結局使うことに。案の

定パタパタしてしまったが、なんとかクリア。パックフリ ップも今

回新たに練習してきたが、これは、精麗に回転してくれた。勢いに

まかせたマルチプルは一投ミス。結局、 3かう4投ミスし、 ドッグ

キャッチでフィニッシュ。八一ツを抱きかかえながら、目頭が熱く

なった。ワールドファイナルに出場で‘きるなんて夢にも思わなかっ

た。ここに連れて来てくれた八一ツ、長旅を感じさせないパフォー

マンスをしてくれた八一ツに心から感謝。

2R目、ディスタンス。前々かう八一ツのディスクの離しが悪く、

力が入ってしまい焦る為に距離がでないという悪循環の繰り返し、

今回は、ディスタンスに時間をさいて練習をしてきた。1投目、ジ

ャンピンク、のタイミングが合わずミスキャ ッチ。2，3，4投目無難

にキャッチし離しも良かったが、 5投目残り数秒の為焦ってしまい

それが八一ツにも伝わり離さない、すっぽんのようにディスクに13i

うさがったままー・。「そのまま投げてしまえリとMCの声、会場は

笑いの渦。かなり恥すかしかったが、自分としては練習の成果が出

たのでそこそこ満足。これかう八一ツとのディスタンスも楽しいも

のになるといいのだが。

翌日、決勝ラウンド、今日も天気は最高だが、若干風が強い。そ

れにしても始まらないいつまで待っても始まらない。アメリ力人の

気質なのか? そろそろ始めようかという感じで集合がかかったの

が、 10時半頃。自分を落ち着かせる為に、軽くアップするが、も

ともと蚤の心臓、落ち着くはずもなく本番を迎える。とにかく萎縮

せずおもいっきり弾けよう、そのことだけ考えフィールド、に入った。

がやはり緊張の為か、 トスがいまいち結局5、6投のミス。加えて

練習不足のため 10秒余してフィニッシュ。時間を聞いてる余裕が

あれば、数投加えることもできたのだが。改めて、 ドッグスポーツ

はメンタルスポーツであることを痛感した。

今回、結果はともかくアメリ力の選手達の楽しく魅せる演技を間

近に見ることが出来たこと、他の日本チームと交流が持てたことそ

してその場でプレーが出来たことは自分にとって貴重な経験だっ

た。

最後に八一ツを応援してくれた方やいろいろ配慮していただいた

JFAのスタッフそしてすばらしい演技を見せてくれた日本チームに

感謝致します。

ころ選考大会は8戦行い優勝チームのみ出場権を与えるとのことで

した。

昨年はパートナー :Kellyが足の負傷により満足なトレー二ングが

出来すチャンスを掴む事が出来なかったので今年は世界大会出場を

目標に調整を行うつもりでしたが突然の選考大会でコンビネーショ

ンやルーティーンはとても完成度が低く出場権の獲得がとても難し

い状態に有りましたが、 千葉県の選考大会で優勝することが出来、

今年の目標であった世界大会に出場が決まったことで気持ちが楽に
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2月23日(日)

決勝当日

時差を除いては夜は緊張もなく良く寝れた方だ。

AM7:30 ホテルを出発

天候は薄曇り、風はほとんど無風。

決勝ラウンドディスタンス

またまた試合が何時始まるか分かうない状態、 9:30頃何となく

ディスタンスが始まった。

ディスタンスで4投キャ ッチで最後のフリ スタイルで表彰台を

狙うつもりでいた。

みんな好調にキャ ッチを決めポイントをのばしてゆく。

いよいよ自分の番がきた。練習投は完壁 良し行けるぞと思って

スター卜。1投目無風なのに右に流れてタイミングが合わす、ミスキ

ャッチ。あれあれおかしい?? 2投、 3投ともにまとも芯スローイ

ングはできていなし1。

愛鈴が頑張ってキャ ッチ。4投目はショー卜、にしょうか悩んだ

状態で中途半端なスローイング、下に突き刺してしまった。トータ

ル6ポイン卜事実上表彰台は諦めざるを得なかった。

ディスタンスの不調で7位から 11位に後退。この時は自分に対し

て'1育1:1芯くて仕方がなかった。ケージ、の前で愛鈴に謝った。

決勝ラウソドフリースタイル。

順位にこだわらす、自分に納得のできる演技をアメリ力人に見て

もらればいいのではないか、落ち込んだ自分に言い聞かせていた。

順位が低い順からスター卜してゆくため、自分の番はすぐにきた。

観客も多くなってコートのまわりに陣取って見ている。風は気の

せいか少し出てきた。

何度聞いても可笑しいたどたどしいアナウンスで「ジャパニーズ

コンペティータ ハヤシ アイりーンjとコールされる。

緊張をほぐすために手を上げて出ると、日本チームのみんなも大

きな声援を送ってくれている。

正面の観客の人と目が合って、手を振るとたくさんの人が拍手で

答えてくれた。嬉しかった。

音楽スタート。

いつものパックフリ ップからスター卜、愛鈴のジャンブも高く

次々にキャッチを決めてゆく。調子がいし1。

ボ、ル卜もきっちりと決まる。観客かう拍手が聞こえる。

120秒演技のため、新しくルーティンに加えた、マルティブルか

らフリ ップ、サイドスローのコンビネ ションも何とかクリア一。

l投落としの状態で最後のルーティ ンに来た。チ工ストパックボ

ルトに向け愛鈴が走ってくる。ジャンブするタイミンク、になっても

未だディスクをくわえている。「ます、い、このままでは、ボルトが

できないj、すぐに体を入れ替えて愛鈴に「出せ」のコマンドを入

れる。すぐに愛鈴が出し、流れを大きく止めることもなく、チェス

卜)(ックボルトを決めた。続いて風向き調整のためのパックボルト

これも確実に決まった。最後の見せ場バタフライパックボルト。思

い切ってトスした。愛鈴が高い弧を描いて飛んでゆく、頂点より少

し落ちたところでディスクの端をキャッチ。

決まった!!! 思わずガッツポーズ。観客からの拍手を受けながら

手を振り退場した。

退場してからも、周りの人が iGood JobJと声をかけてくれ

た。「ゃった120%の出来た、Jまたまた嬉しかった。

得点、は36.5ポイント ボフ¥工パンスと同じ同点2位のポイン卜だ

った。

目標の3位以内入賞は果たせ芯かったが、大きな満足感を得るこ

とができた。

結局最終的には最後のフリーで4つ順位を上げて7位で終わった。

2月24日(月)

AM6:30帰国に向けホテルを出発。

空港に着いてフライトまで4時間程度有るため、小)1旧ANチーム

とぎりぎりまで犬を外に出しておくことにした。

10:20頃 フライトの約1時間半前にチ工ツクIN

25日(火) ほほi定刻成田空港着。

パゲージクレームエリヤに連れて来られた愛鈴が私の声を聞く

と、「キューキュー、キャイン、キャイン」と甘えて鴫く。犬が居

ると周りに人が集まってくる、芯んだか恥すかしい。

入国検疫無事終了 2週間の検疫となる。

係留所の北村さんと契約を交わして愛鈴を渡す。

これで愛鈴とも2週間のお別れ。

PM6:00駐車場から自分の車を持ってきてもらい、約5時間の帰

宅の路についた。

あとがき

未だ愛鈴の係留期間 (3月12日終了)が終わっていませんので、

遠征は終わった訳では有りませんが、今回の遠征は出発の前夜まで、

行くほうが良いのかやめる方が良いのか悩んでいました。

しかし今は参加してみて良かったと思います。

アメリ力の トッププレーヤーの演技を直に見ることができ、自分

を含め日本人プレーヤーが見習わなければならない点も多々気付く

事ができました。又参加することにより人の輪をまた一つ広げる事

ができました。

日本のレベルは相当高い所に来ていると感じました。

これからの努力によては世界チャンピオンも充分射程距離にあり

ます。

私だけかも知れませんが、もしもっと風が強かったらアメリ力チ

ームのルーティンと日本チームのルーティンを比較して推定する

と、日本チームはもっと良い結果になったかもしれません??。

来年参加されるチームの皆さんは是非世界チャンピオンを目指し

て頑張って下さい。

そのためには日々の練習の必要性をひしひしと感じています。

(私には無理かなつつつ)

今回の遠征にあたり協力応援してくれた家族 FKDCの皆さん。

又現地で協力してくれたJFAスタッフ、 usスタッフ、日本チーム

の皆さんに、この場をかりてお礼を申し上げたいと思います。「有

り難うございましたj

-es 



なり、それと同時に世界大会までの時聞が無いととに焦りを感じま

した。それでも自分とKellyとの中でやれる事は全て準備して世界大

会に挑戦したが結果として13位で1.5ポイン卜足りす、ファイナルラ

ウンドには…・・・ 応援してくれた仲間の期待には応えうれなかっ

た事がとても残念でしたが、とれもすべて実力としてしっかり受け

止め、次回に繋げたいと思います。

今回、 世界選手権に出場しあらためて感じたことは四半世紀とい

う歴史がありながうフリスピードッグはドッグスポーツではなくレ

クレーションの感覚であり、他のドッグスポーツ(犬ゾリ・アジリ

ティー ・フライポール)とは歴然と差があること。アメリ力の選手

との交流でいろいろ話を聞くととができ、日本の情報がまったくア

メり力には伝わっていないこと。日本では伝わってこないアメリ力

でのフリスピードッグの現状。などなど沢山のことがありました。

これからはアメIj力との交流をより深めて正しい情報を交換出来

るように芯ること、 ドッグスポ ツとしてのフリスピードッグを高

いレベルで確立していくことをプレーヤー並びに日本フリスピード

ッグ協会には期待しております。

最後に、 世界大会出場のチャンスを与えてくれた日本フリスピー

ドッグ協会並びに応援してくれたTHAN.P.Aの仲間たちに感謝いた

します。そして更にスッゲエーソてフォーマンスをお見せする事をお

約束いたします。

世界選手権

多々良憲司&Core

2003年1月、村上&Kellyチームかう、 「俺、ロサンゼルス世界

選手権に行く事になったからJと、言われた。私は「えっマジ、でつ

俺も行きたい」と言ったものの、私は当時JFAの会員ではなく、大

会への出場権が芯かった為、君、渥会員になり埼玉の大会にエントリ

ーしたが、急に「その大会か5は選抜されないので、播磨が最後で

す。jと言われたので、新幹線でCoreと一緒に播磨の大会へ赴いた。

私達にはその大会で優勝する自信はあったが、 2位に終わった。こ

れで、アメIj力への道は断たれたなと肩を落として、家に帰った。

しかし、すでに選抜されていた安田&八一ツチームが2回優勝して

いたので、粋が2つあまっていたらしく、選抜大会で2位以下のチ

ームのポイントが高いチームかう選ばれる事に芯り、私達が最初に

声を掛けられ、世界選手権に行ける事となった。

今、私とCoreのやっているルーティーンでは世界に通じ芯い事は、

解っていたので。すぐに改良をすることにした。1週間後、秋が瀬

の大会で試す機会があり、良い感触を得る事ができた。その後修正

を行いアメIj力へと旅立った。

私もCoreも初めての海外、 一番心配芯のが長い飛行時間。ギリギ

リの時間まで排j世はしたが、やはり心配だ、さ5に水も飲めない状

態にいる。なんとか無事に着いてくれと願っていた。飛行機の離着

時にCoreの泣き声が聞こえたので、元気なんだなと、ほっとした。

着いたらすぐスープを飲ませ排池させた、 Coreも他の子達も元気そ

うでよかった。ロスの天気は快晴で、気温はあるが乾燥していて、

犬には日本の重より過ごしやすい環境だった。

次の日Coreの状態を見る為、軽くプレーしたがやはり環境の変化

で疲れがあるようで、いつも通りとはいかなかった。私も雰囲気に

飲まれ、本調子が出なかった。Coreは大会までに調子は戻ると思っ

ていたが、私の気持ちの整理がこの期に及んでまだついていなかっ

たので、ただひたすうディスクを投げ嗣げた。投げ終わる頃には勝

手に決心がついていた。そして大会当日差迎えた。アメ リ力のブレ

ーヤー達は皆、陽気で本当にプレーを楽しんでいる感じを受けた。

そして何より驚いたのが、スナップが強くディスクを投げるのが本

当によ手い。だが、ここで日本のプレーヤーがこの人達に負けると

は思わなかった。単発で難易度の高いプレーはしていたが、 コンビ

ネ ションでは日本のプレーヤーの方が上手いと思った。そんな事

を思っていた5、もう私とCoreの出番になってしまった。緊張する

かと思ったが、まったく緊張しなかった。Coreもいつもの調子で早

く遊ぼうよのかわいい顔を私に見せる。私にできる事はただ一つ、

Coreといったいとなり自分達を最大限に表現する事。プレーは気持

ちよく自分達を表現できたが、結果は思っていたより上がってこな

かった。ディスタンスでは私のスローイングミスがあり、思ったよ

り伸びなかった。準決勝、結果は、 14位と悔しかったが、この大

会で得たものは大きく、私とCoreをさらに飛躍させてくれるもので

した。この大会を糧にし、今よりもっとスタイリッシユなプレーを

目指し、ぎた世界ーに挑戦していきます。
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凪、一生の思い出を
ありがとう。

土屋正仁&凪(なぎ)

「夢の世界大会出場リついに出発の日、 2月19日。

17時10分、日本を発つ飛行機にもかかわらす、午前10時に成田

空港に到着。第2ターミナルの1階、芝の上で見送りに来てくれた

友人3人と、田と私とで話していた。私にとっては、何もかも初め

ての経験だったので、大変心強く思った。その後、皆で昼食をとり、

検疫所で15分程度の健康チェ ックを受け、日本チームのメンバー

と合流した後いよいよ出発。これか5約10時間のフライト、凪の

ことが心配で「頑張ってね」と声を掛けた自分の方が緊張していた。

(凪は思っていたより平静芯のにー)空港係員に連れて行かれる時

も、表情一つ変えす、にいた凪。機内でも「回大丈夫かな。排便排尿

我慢しなくていいか5ね。jとす、っと思っていて寝付けなかった。

(私が心配しすぎなのだろうか?) そんな事を考えているうちに、

ロサンゼルス空港へ到着。早く凪に会いたいのになかなか会えない。

会えたのは飛行機を降りて30分くらい経ってかうだろうか。凪は

元気そうで安心したが、また空港を出るのに30分ぐらいかかり、

やっと空港の外へ、排便排尿にすぐ連れて行った。「凪、我慢して

いたんだ、ごめんね。Jそして送迎パスに乗り込み宿泊先のホテル

に着いてすぐ、凪に朝食をあげて一段落。私も日本チーム数名と昼

食をとった後、時差調整のためその日は終日寝て過ごした。

翌日は、 DISCの工場見学。見たことも芯いDISCが沢山あり思わ

ず興奮!その後、いよいよ大会会場へ行くと、出場者と思われる

人々が練習をしていた。日本チームも軽い調整。私は明日凪と調整

する予定でいたが、ついスローの練習を1人で1時間ほど行った。

大会前日。「いよいよ明日だリ私は凪と軽い調整をと思ったが、

北海道の夏ぐらいの気温で回には辛いだろうと思いつつ、「これが

世界大会が開催される会場なんだ。Jと、嬉しさのあまりちょっと

長い時間練習をしてしまった。

凪も暑さを思わせないくらい調子がいいようだ。「よし凪は大丈夫

だリ後は自分が凪のとりやすいトス&スローを投げうれれば

よーし投げ練習だ。ホテルに戻り本番に向け凪をゆっくり休ませた。

(凪は仰向けになり熟睡!)対照的に私は興奮のあまり寝付けずに、

思わす日本で待ってる妻に連絡をしたら「いつも通りに凪が楽しく

DISC出来るようにJと言われた。「そうだよな一凪は出来るんだ|

」と思いつつベットに横たわった。3時間くらいは寝ただろう

かつ

いよいよ、大会当日。早めに大会会場へ到着し辺りを見回すと、

続々と出場選手が会場入りしてきた。予想通り大型犬ばかりで小型

犬(コーギー)は何処にもいない。地元の方にも聞いてみたけど

「コーギーはほとんどいませんよ。いたとしても家庭犬でDISKはし

ません。だって足が短いか5できないよ。jなどと言われた。この

言葉を聞き「よし|コーギーでもここまで出来るっていうのを貝せ

付けてやろうjと更に強く思った。会場裏で凪と軽い調整。 今日

も絶好調!これは行けるぞ i頑張ろうね凪。DISC縮麗に投げる

からね」と凪に言い聞かせた。

開会式が始まり、何を言ってるのか分か5ないまま皆に合わせて

拍手してた私だ、ったが、アメリ力と日本の国歌が流れ徐々に緊張感

が増してきた。 この時、自分の中で昨年の出来事を次々と思い出し

ていた。「昨年、私はDISCの練習に夢中になりすぎて凪の体も考え

す、毎日長い練習した結果左肩を疲労骨折させてしまった。手術を

し、約1年間大会にも出れすギブスで固定し3本足で歩いてた事

文、もう 1頭の愛犬Jupiterと公園で、遊んでいた時、お互い夢中に遊

びすぎ衝突して、その衝撃により唾液腺が破裂し眼球がみるみるう

ちに飛び出てきた事」そう思い出すと、この世界大会に出場する事

が信じられす、感無量だった。

開会式も終わり 1組日のプレーヤーがスター卜した。私は60チー

ム中39番目スター卜で、 日本チームの中では出番は一番最後。「ま

だまだ出番は来芯い芯Jと思っていたら予想以上に出番が早く感じ

たのは私だけだろうかつ日本チ ムも皆次々とナイスプレー |だん

だん緊張感が増してきで自分自身に「落ち着け!落ち着け!平常

心リと心で、思うほど緊張してくる。i3¥と振り返り凪の様子を伺う

といつも通りパIjケンにて居眠りしている。「そうだよな、凪は自

分とDISCするのを楽しみにしてるんだ。自分が緊張してどうする

んだ。j出番まであと8組、凪を排尿に連れていき日陰にて出番が来

るのを待っている時、気付いた5私もまず1円通過するととを考え

ていた。この小さい凪が大きな自分に力を与えてくれているんだ。

頑張らなきゃ|

そして遂にアナウンスが流れた。iMASAHITO，TSUCHIYA& 

ネギ。Jiえっ!ネギじゃなくてなぎだよー」と思いつつ夢にまで見

た世界大会のフィールド、中央に今凪と2人で立っている。でもこの

時は緊張感などはなかった。「今まで練習してきた事をだすだけ。」

MCより ireadyI Jの声、 自分は手を挙げてOKサインを出すと

MCが芯ぜか八八八と笑っていた。「コーギーだからかなつ」と考え

ていたら日本チームから「凪頑張れよ」と沢山声援をもらい、すご

く心強く、そして嬉しかった。「よしリいよいよ曲が流れl投、 2

投、 3投「いいぞ凪」いつもの調子で連続キャ ッチしてくれた。中

盤リングからのボルトで自分のトスが乱れ、 1投ミスしたがボルト

はその1投のミスのみ。凪に助けられた。そして終盤2投程ミスし、

いよいよフィニッシュ。結果3投ミスでプレーを終了。「上出来だ。

これはひょっとしたら2Rいけるか芯つ後は結果待ちだjと思うと

同時に場内から大きな歓声が・ 嬉しかった。「世界大会でこんな

に歓声受けうれるなんてリテントに戻ったら日本チームの方にも

「ナイスプレーリと言われ、さらに嬉しかった。

結果が発表されるまで、凄く長く感じたが数分後掲示板を見に行

くと32Pと表示。「まずい、ぎりぎりかな-Jそして、すべての選

手のプレーが終了しスタッフの方が得点の高い順番かう掲示板の得

点票を抜いていく。「まだ抜かれない、だめかな?Jと思った時、

凪と自分の得点票を手に取った。「ゃった-!20位以内に入った。

まずは 1R通過だJよし|喜んでる暇はない。凪を少し休ませ自分

はディスタンスの練習に向かった。「今日はますます、だ !しかし順

番は7番目」このポイン卜によっては決勝に残れるか残れないかの

勝負だ !7~8Pは欲しい !そしてフリーフライトにつなぎたい。

あっという聞に順番が回ってきた。2投練習出来るが自分は凪を

信じて1投の練習にしてフィールドの真ん中ぐういに投げキャッチ

させた。なぜか凪が走っているだけで周りからは大きな歓声が沸い

てくる。

本番が始まり iGOリの合図でます1投目はキャッチ、続いて2

投目もキャッチしたが短すぎてOP、3投目は自分のミスでノーキャ

ッチ、 4投目はかかろうじてキャッチトータル3P。この時点で決勝

進出はかなり難しく芯ったが諦めてはいない。他の選手は着々とデ

ィスタンスでポイントを上げてきたが得意のフリーフライトでの挽

回に燃えた。

フリーフライトの順番は2番目で考える暇もなく、すぐ出番だ、っ

たが「とにかく悔いが残ら芯いよう思いっきりいつものプレーをし

よう」と凪と誓った。曲が流れ、疲れているはすなのに凪の動きが

1 R目より良く、順調にキャッチを重ね、得意のボルトもノーミス

「いいぞ凪リそしてフィニッシユ結果2投ミスで終了「もしかした

う決勝行けるかも?後は結果待ちだ。今、凪と私が持っている力を

すべて出した。何とか決勝に残りたい。Jしかし残念ながら名前は

-6S 



呼ばれなかった。「悔しい」でも↑毎いは無かった。今持ってる力を

すべて出し切って、決勝に残れなかった自分の力不足なんだと実感

した。

日本チームか5は4名が決勝に進出した。早川&BEATチーム

高坂&Mousseチーム・林&愛鈴チーム 安田&八一ツチームの4

チーム「さすがだな一。おめでとうございますJと思う気持と「明

日の決勝頑張って下さしリという気持ちでいっぱいだった。皆何と

か表彰台へ上がって欲しいと願った。

決勝当日、凪と私はビデオ力メラを片手に日本チームを応援しな

がう、いつかこの決勝のフィ ルドに立つことが出来るようにと勉

強の為にヒデオカメラを回し続けた。さすがに決勝に残った12チ

ームは素晴5しいプレーを見せていた。その中でも日本チ ムの早

川さん・高坂さん 林さん ・安田さんのプレーは素晴らしく、思わ

ず感激してしまいました。

そして大会も無事終了。結果凪と自分は 17位。大会会場で皆と

記念撮影をし、その後高板さんと愛犬Mousseちゃんと凪と私は

TV局の方にサンタモ二力ピ チとハリウッドを観光させてもらい、

サンタモ二力ビーチでは猷歩、ハリウッドでは、山を背に路肩の芝

の上でDISCを楽しんだ。(こんな場所でDISCをする事なんて、 一

生無いんだろうな一、と思いながらもちょっと恥ずかしい。)

今思えばあっという聞のロサンゼ、ルス滞在だったが、あとは検疫

所での2週間。これがまた、凪にとっても辛いと思う。家は自己管

理を選択し成田空港で妻と待ち合わせて、私はここで凪としばらく

お別れ。「本当は一緒に帰りたい。この気持ちは皆同じだよな-J
と思いつつ、私は一足早く北海道へ帰宅した。検疫生活は妻にお願

.2月18日(水)

どこまでも抜けるような青い空!飛行機の車輪がロサンゼルス空

港の滑盤路に触れた瞬間ホッとした安堵感と、夕、ンの様子を一刻も

早く確認なければとの不安な気持ち、とにかくゲージから出して外

の空気に触れさせてあげたい 喉の渇きとゲージ内の汚れも気に

なる。初めての休憩無しの長旅-成田空港で積み込んでかう既に

10時間は経過しているはずだ 日付変更線で腕時計は直してし

まった。

飛行機から降りても、入国手続きの列はなかなか短く芯らない、

ヤキモキしてもしょうがないのは解っていても、入国審査官の作業

が緩慢に移る「もう少しテキパキ処理をして欲しい。Jと思ってし

まう。

荷物の検査は無かったー・ 手続きが終わるとゲージを積んだ台車

を押しなが5先を君、ぐ とにかくゲージかう出して確認したい。

到着口ビ を抜けると屋外へ出た、狭いけど芝の植え込みが有っ

た! ゲージを開けるとダンが元気に飛び出してきた。

切れてしまうんじゃないかと思うほど尻尾を振りながら、近くの

道路を行き交う車に気付か芯いくらい喜んでる。元気でよかったあ

~、それにゲージの汚れも無いI!急いで水と食事を与えたら、ア

ッと言うまに食べてくれた。 体調も悪く芯し1。

車で宿舎のホテルへ向かう、車窓からは広々とした芝の工リアが

所々点在する たぶん公園だろうーー 雨もほとんど降ら芯いと話

してくれた、いくらでも練習できる、羨ましい!I

ホテルへ到着すると他の日本チームは既に到着していた。

私達の飛行機は1時間遅れていたのだ。口サンジ、工ルスは履かかっ

た 予想以上の暖かさ11 真冬の日現かういきなりの初夏、湿度

も低くサッパりしている。ホテルの部屋はツインだった、夕、ンをゲ

いしたのでさほど心配はなかったが、何回か連絡し、凪の様子を聞

いたが元気そうだったので安心した。そして妻には友人が何度か面

会に来て頂いたようで、その節は皆さん有難う己ざいました。

最後に、この度の世界大会出場の機会を与えて頂いたJAF及びス

タッフの皆様には大変感謝しております。また、日本チームの皆さ

んお疲れ様でした。そして大変お世話に芯り有難う己ざいました。

今度、どこかの大会会場にてお会い出来る日を楽しみにしています。

今回の世界大会への参加は、応援してくれた良き仲間の協力があっ

たからだと思います。本当に有難うございました。そして何よりも

誰よりも、凪お疲れ様 !ありがとう。

ジから出した、一人と一匹には広々としている。あわただしさと

環境の変化に戸惑って不安なのか傍かう離れようとしない。・2月21日 (金)

練習を兼ね会場へ… 伺組かのプレーヤーが練習している、しっ

かり根付いた西洋芝、リ ドを外すと気持ちよさそうに走りだした、

こんな所で練習出来れば直ぐに上達できるのではと考えてしまう、

練習では走る事に問題は無し。・2月22日(土)

フリーフライトには55組の工ントリーがあり自分は21番目

日本がらの参加者では最初にブレ するようだが気負いは無いかっ

た。

テレビで見た事の有る有名なプレーヤー達を見かける。

前夜のピザ o J¥ーティーで知り合った人達の姿も たまたま知

り合ったアメリ力のプレーヤーが練習は自宅の裏庭でしていると聞

いて、羨ましく思う。

20番目のプレーヤーが競技を開始した、次だー ウェイテイン

グ・工リアで待機する、ワクワクしながう、いよいよなんだ芯あっ

て思う。夕、ンにトスして時聞を潰す。

前のチームのプレーが終わったようだ、犬とコートかう出てきた。

入れ替わりは、なんとなく慌ただしいーアナウンスのマイクを取

る音がした、いよいよだ、しっかり名前を呼んで欲しし1。

日本人名は発音しにくい5しい 名前をコールされた、しかも

正確にH コートに入って行く、入口で使用するディスクを手渡され

た、 コー ト中央に歩いていく、芝が気持ち良い ・天気も良い11 た

だそれだけで嬉しく芯ってしまう。MCは日本からどうのこうのと

紹介してくれてるが難しくて聞き取れない 000 コート中央で開始位

置を決める・・・ 合図を送ったらBGMが始まった。プレーを始める

ルーチンを消化するだけだー・ 順調だ!! でも- 途中でキャ ッ

チミスが出てしまった、大事なところ芯のにい 1 自分のトスの失

省



敗だ、った、緊張していたのかなあっ

多くのアメリ力人プレーヤーはフリーを楽しんでいる印象を受け

た、国民性の違いが有るのかも知れ芯いが見ていて楽しかった、見

習いたいものだ。

また、米国ではオーストラリア・シェバードの活躍が目を引いた。

驚異的と思える跳躍力ばかりでなく、まるで、犬の方が間合いを取っ

ているように力を抜く場所をわきまえているような錯覚を覚えてし

まう程- フリーフライトの為に生まれてきたのではとの印象を受

けてしまった、訓練の賜物なのか? 優勝したボブ 工パンス氏と

愛犬二ック・ 二ックもオーシ との事。

彼らのプレーはコートを十分に使って生き生きさに加えボルト等

の位置の正確さとタイミングも見事で、またジャンブしていると言

うより空を飛んでいるのではと感じてしまう程、二ックの眺躍にも

圧倒された。

初めての大遠征 アシユレイ大会は楽しい思い出と貴重芯体験、

それに多くの収穫を持ち帰った。

ロスへの新婚旅行

真鍋宏行&キョウシロウ

出発の朝、五時半に家を出て高松空港へ向かう。キョウシロウ

(以下キョウ)にとっては2回目の飛行機である。キョウは北海道中

標津産まれのオーストラリアン・キャトルドッグ (ACO)

丁度3年前の春に飛行機を乗り継いで、やって来た。僕にとって初め

ての犬である。そんなヨウとアメリ力へ行くことが出来てうれしい。

(密かに狙っていたつ)家を出てから約20時間後無事LAXIこ着く。

キョウは元気芯ょうだ。ケージの中に居る八一ツに喧嘩を売ろうと

していた。日頃から鍛えてある(笑)ので飛行機ぐういでは酔わな

いようだ。

翌朝ホテルの間に有る狭い芝生でトレー二ングしているとなにや

ら道の向こう側で3、4人が叫んでいる。何だろう?中の1人が両手

を広げ回っている。「そうか IJ¥ックボルトをやって見せてくれと

言っているのか。」両手を広げキョウと一緒に左へ回りそのままパ

ックボルト、声をよげ喜んでくれる。調子に乗って別のパージョン

のボルト、これも喜んでくれた。僕も両手を振って応える。(得意

気)rいける、うけはいいぞ。Jと思ったのだが

翌日の午後かう皆で会場となる場所へ行きトレー二ングをする。

ここでJ.Dという面白い人に出会う。誰も頼んでい芯いのに、 4頭の

イヌを同時に操りいろんな事をやって見せてくれる。見ていると楽

しい。 J.Dもとても楽しそうにやっている。キョウは暑さ (26.5
0

C

あった)の為かヤル気なし。地面の匂いを嘆いだり、ディスクもち

ゃんとキャッチしない。叱りつけると返事はするのだが集中力が続

か芯い。大好きなボールで軽く遊んでやる。後はキョウシロウ次第

だ。

予選当日、気になる犬を発見。体形はACOなのだが顔意外が臼く

黒い斑点が全身にあるのだ。通り過ぎるのを見つめていたう、連れ

ていた中年風の男性が熱い視線に気づ、き目があってしまった。

僕の順番は34、いつもの様に抱っこし、「キャチだぞ、信じてる

かうな、がんばれjと小声で話し掛けコート中央へ。声援を送って

くれる皆に手を振る。キョウは僕の顔を見つめていた。まずは関西

方面の皆様にはお馴染みのフリルーティンから。右ロール、ところ

が何を思ったか左へ転がった。(怒)曲に合わせる都合があるので

慌てて左ロールの合図。左同時にサークル、石ロール、右同時サー

クル、ここでいつもと違う事に気づいて動きが止まる。僕だけが回

って1投目、 2投目と進む。スタンドマルチが上手くいかない。そ

のままジャグジ一、 続かない、 キョウの上を前転して飛び越えパッ

クボ、ルト(ローリングパックボルトと言っている)もミス。そして

例のパックボルト「あっ、トスミスリ連続でスローを入れるがミ

スしたディスクを必死で拾おうとしている。「ケアフルリと2回叫

13¥が聞こえていなし1。

rJ¥力犬があ」と思し1芯がら走って自分で投げたディスクを取り

に行く。キョウがディスクをほったらかし「お父さんドコ行くの?J

とばかりに駆け寄る。頭にきていたのでいけないと分かっていなが

う、無視してコート中央へ戻る。フィニッシュは決まったけれどベ

ストな状態を見せることが出来なかった。ZONEのK氏に声をかけ

られるが返す言葉が出なかった。MCの工ルドンが rVeryNiceJ 
と言ってくれたのが救いだった。

翌日の決勝戦は盛りあがった。ディスクをキャッチする度に拍手

と声援が聞こえプレーヤーもノッテいた。応援するのも楽しかった。

この決勝戦でチャ ックミドル トンの秘密がばれてしまった。(笑)

そしてJ.Dのフリルーティンは笑えた。J.DとGalaxyがポーズを決

めてじっとしているだけ芯のに何だ、か笑ってしまう。誰かが rJ.D 
Startリと叫13¥と動き出した。でも残念な事lこGalaxyは最後まで

動きが続かす、結果は12位だった。J.Dの様なプレーヤーに成りた

いと思いサインをもらいに行くと前転をして「やってみる」と言っ

ているようだ、った。ぼくが考えたローリングパックボルトを真似し

てくれると思うとうれしかった。僕とJ.Dはドコか似ているのかも

しれない。昨日目線が合ったおじさんはわざわざ会いに来てくれた。

ACOが好きでNashはACOとボーダーのミックス芯のだそうだ。

宙



(動きが速いと思った)I来年も会える事を期待しているjと言って

くれた。

また来たし1、また会いたい。

日本へ帰る日、飛行機に乗ぜる前に犬たちをケージから出してや

る。キョウがCoreに近づくがあっさり嫌われてしまう。Beatを遊

びに誘うがすくに逃げられた。横目で僕を見ながら悲しそうな声で

"LA" 

三本欽麗&力イザー-ソゼ

LA... 良い経験、勉強に芯りました。自分の愛犬(力イザ一)と

海外に行けるなんて。しかも、あの伝統あるASHLEYWHIPPET 
WORLD CHAMPIONSHIPに参加するなんて、夢にも思いません

でした。 最初は、この大会の話を聞いた時は迷いました。 10~12

時間も飛行機に乗って本当に大丈夫なのか心配でした。でも、こん

なチャンスは二度と無いと思い、行くことにしました。

LAではペットショッブへ行ったり、サンタモ二力ビーチ、スゲ

ー11 大きいジョ ッピンク、モール、 CDショッブ、スポーツショッブ、

変な鉄板焼き屋、 ドライブなどもしました。1番面白かったのは

DISCOVERING THE WORLD (WHAM-O)でした。社会科見学

みたいに色々芯フリスピ一見学やフリスピーを作る工程を見学、そ

して作うせてくれました。凄いアナログな機械や作り方にビ、ツクリ

しました。 (本物のフリスビ一職人も居ました〉

大会会場は、とても椅麗で、あまりの芝の良さに犬が足をとられ、

走ったり、飛だりするのが困難でしたが2日間程、会場で練習する

ことが出来たので大会は大丈夫でした。それにしてもアメリ力のフ

2003年アシュレイウイペットインビテイショナル
世界選手権参戦記

小寺賢&LEE 

早いものでLEEと生活を共にして約4年。日本全国をこいつと飛

び回ったがまさかアメリ力まで行くことに芯ろうとは夢にも思わな

かった。当初は渡米をためらっていたが、練習仲間が一緒に行ける

ことになり、俄然、 VIVAUSAモードが全開へ !面倒な手続きは

協会に代行していただき、パスポートや各種ワクチン証明書のチェ

ックを中心に準備を進める。事前に渡米経験者から事情も聞いてお

り、特に不安無く当日を迎えた。LEEは飛行機の旅は2度目。 自分

は4回目の渡米と芯る。但し今回は片道約10時間の長旅で、少しか

わいそうな気がした。

時期的に仕事の繁忙期芯た

めζ かなり疲れたはずなのだ

が、不思議に気持が高13¥り機

内でもハイテンシ ョン。ディ

スタンス組は大会でのルーチ

ンの心配などもなく、米国内

での課外活動の計画で盛り上

がる。心配されたテロやイラ

写真は搭乗前の不安そうなLEE ク戦争の影響も当時はなく、

鴫いた。それを見て大笑いしてしまった。おまえのお嫁さんはオト

ーさんが見つけてやる。(犬の事より自分の事はつというツッコミ

はやめましょう)こうして僕とキョウシロウとの新婚旅行は幕を閉

じた。

[Iove ACD (ある組織では「キャトルJ¥力jと言ううしい)

[Iove Iくyoushirou]

リ フライトは、色々な意昧で、凄かったです。本当に勉強になりま

した。

今年、あの凄いフリーフライトを日本で見れることを楽しみにし

てます。

無事にLAXIこ到着、協会が用意してくれた豪華遠征パスで期間中の

拠点ホテルへ。REDROOF IN (ホテル名)というだけあってさす

がに屋根が赤い。(笑)ワンコ達もホテルで各々くつろいで、リラ

ックスし始める。さすがにみな順応性が高い子達だなと感心した。

ディスタンス組は、早速ワンコ達のリラクゼーションを兼ねて?

サンタモ二力へ移動。暖かい風に吹かれた解放感を十分満喫したよ

うだ。

ホテルの駐車場でくつろぐLEEさん サンタモ二力海岸で

2月20日 本年度から一部JFAの大会サポートをしている

DISCOVERING THE WORLD社を見学させてもらう。白内にはと

ころ狭しとマニア垂涯のフリスビ一、ディスクゴルフ用DISKがワ

ンサ力。特別サービスで今大会オフィシャjレDISKの特別パージョ

ンを各自に体験プリントさせてもうった。その他11人でかなりの

量を輸入してきた模様。その後いよいよコンペ会場となるLA
MIRADA公園にて練習開始。天候がいいせいか、芝の目が細かく、

若干深い。緑いっぱいの素晴5しい会場でワンコ達も感触をを楽し

宙



んでいるかのように走り回る。その後ホテルへ帰った頃には全米か

う参加者が集まってきていた 陽気芯アメリ力人達と犬談義で盛上

がった後は、どんな犬達かな?とさりげなくチ工ツクも。

2月21日 いよいよ本格的に練習開始。朝からみな熱心にスロー

チェック。この日には他の参加者(アメリ力告代表選手たち)も真

剣な表情で練習していた。最年長の工パンス氏が一番練習していた

のではないだろうか

その後受付にて参加者用Tシャツ、 DISK、世界選手権出場認定証

をいただき、夜はピザパーティーでディスク交換会と 大いに盛り

上がった。

2月22日 いよいよディスタンスとOPEN競技に分かれて予選開

始。ディスタンスは20チームが2回戦へ進出。更に12チームが決

勝へ残れる。昨日からLEEは好調で張り切って走っている。長時間

フライトの後遺症はないようだ。出国前の大会では弾きまくってい

たのでテンションが高いのは恐いのだが、'萎縮するよりはましだろ

う'との考えでそのまま 1Rへ。コートはいつものJFA公式コートと

は異なり、ユースオーブンのようなスク工アなもので日本人には簡

単。但しときおりの強めの風がプレーヤーを悩ませていたようだ。

さてゲーム内容であるが、律儀に真中へ投げ込んだDISKが真っ直

ぐに伸びて行く。案の上LEEさんはお弾き。このところロングに出

したスローはほとんどキャッチでき芯いので、気を付けていたのだ

が・・-。この後はミドルにロンクを少し交えたものの無難に4投

キャッチで1Rは2位通週。やれやれ

当初のプログラムかう変更があり、 2Rを初日に行われることに

なる。これには少し驚いたが、パタパタとコー トサイドで待機。ス

ローイングエリアは選択権が選手にあるため、少し迷ったが、微風

であったため、キャッチ率のいい向か

い風を選択。これが裏目に出た。レデ

ィーゴーと同時に強めの風に変わり、

DISKが失速。LEEも戸惑ったか、 3
投しか捕れず、不本意な結果に。結果

的には2位キーブであったがTOPに大

きく離されてしまう。まあ、来日前の

不調状態から考えれば結果オーライで

あとはOPENクラス(フリー)の応援

にまわる。この模様はOPEN参加者の

世界ヘ朔いた選手・

ワン子達

念願のフリスピードッグ世界選手権が開催。現実のものとなった。

昨年のジャパンファイナル20021こゲストとして来日していた、

マーク・モルナ 氏。工ルドン・マッキンタイア氏の口から、伝統

のフリスピードッグ世界選手権に日本代表選手を招待する話だっ

た。ょうやく見えない壁が崩れ落ち、選手達の夢となる舞台が用意

された。フリーフライト部門とディスタンス部門の世界ーが決定す

レポートを参照いただき、是非次回参加のプレーヤ は参考にして

ほしい。とても楽しく、ハイレベルであった。感動|

2月23日 決勝当日 プログラムが決勝用に用意されている。

12チーム残ったファイナリスト達は 12位かうプレー開始とな

る。全体的に風等のコンテ、ィションがいい割にみなスコアが伸びて

こなし)0TOPまで少しポイン卜差があるが 思い切って逆転を狙っ

てロングに役げ込む。 2投目、 3投目と連続でお弾き。 4投目は何

とかキャッチしたがロングゾーンでのミスが痛く、タイムアップ。

順位も2位から5位へ転落。毎度慣れてはいるが、やはり悔しさは

残る。ゲーム後、米国人プレーヤー数名が あんなこともあるさと、

なぐさめにきてくれた。(アナタタチモうひょ 5れた経験ありつ )

優勝は女性で 長いリーチを生かした無難なプレーぶりが印象的。

同じホテルに滞在している人で 好感の持てるプレーヤーである。

ワンチャンも基本的接がキチンと入った素晴うしいメスのボーダー

コリー。一緒に出場した三本氏が準優勝で日本代表として頑張って

くれた。表彰式はスタッフも含めてお互いの健闘をたたえあい、大

成功にうちに幕を閉じた。但しワンコ達にはこのあと検疫という厄

介な仕事がまっている。

最後に選手権中、検疫中ともに三本氏の奥様には非常にお世話に

なりました。この場をお借りしてお礼申し上げます。また素晴らし

い機会を与えてくれたJFA、DISCOVERIMGTHE WO円LDをは

じめ関係各社に感謝します。この伝統あるイベン卜が継続しますよ

うに、また後に続く日本人の活躍を祈っております。

る…。 2月の開催とあって、予選会の準備をすぐ整え昨年12月より

予選会を実施し、今年の1月26日 (播磨大会)が最終選考となった。

宙

世界のキップを手にした選手を紹介しましょう。

初の世界選手権ディスタンス部門に、 2000年、 2001年の年間

シリーズチャンピオン三本欽麗&力イザー ・ソゼチーム。 12月の予



選会にて優勝した小寺賢&LEEチーム。(2001年ランキング4位と

2002年ランキング12位の実績を持つ)の2チームがノミネー卜。

歴史ある世界選手権フ リーフライ ト部門にジャパンファイナル

2002フリーフライトチャンピオンシ ッブか5は優勝高坂健

一&Mousseチーム。準優勝林康男&愛鈴チーム。第3位安田信二&

) ¥ーツチームの3チ ム。2002年、年間フリーフライ トポイン 卜

最高獲得チームの早川利幸&BEATチーム。12月の予選会にて優勝

した小川憲次&DANチーム。1月の開幕戦(千葉野田)で優勝した

村上行弘&Kellyチームと土屋正仁&凪チーム。最終選考で勝ち取っ

た真鍋宏行&キョウシロウチームと多々良憲司&Coreチ ムの9チ

ームがノミネ一卜を受け、 2月19日成田を後にした。

3便に分かれてのフライトの為LAX到着ロビーにての待ち合わせ

でしたが、林さん、小川さんの便が遅れてしまい、ホテル集合とい

う事で工jレドン氏に出迎えをお願いし、我々は一足先に大型チャー

タ-J¥スにてホテルへと向った。(検疫にてフ ドを没収されてし

まい、早くフードを買いに急がねば )ワン子達はみん芯元気でホ

ッとしました。ホテルへ着き、買い物へ・・・愛用のフードはあったの

でしょうか

私はすぐにレンタカーをピックアップし明日かうの準備を行う。

夕刻には林 小川氏とも合流でき夕食へ。長旅の疲れの様子もなく、

楽しい晩餐でした。翌20日 (木)はディス力パリング-ザ -ワー

ルド社へ工場見学と昼食会。その後会場の下見。夜には獣医による

検診とスケジュールは続く 11

ディス力パ社は珍しい (レア物)フリスピーが沢山あり、 コレク

ターの人はヨ夕、レ物だった事でしょう。実際にフリスビーのプリン

ト作業を体験し、 AshlyFrisbee JFAカラーパージョンとして一枚

づっ記念として持ち帰った。昼食はディス力パ社夕、ン ・マンゴン氏

と共に取り、談笑する。

ホテルへ戻りワン子を載せ会場へと向う。少し傾斜もあるが広い。

緑の芝が自に痛い程、輝いている感じだった。選手は芝が深く、

犬に取っては走りにくいと同じ声が聞こえた。数分後、各々ウォ

ミング ・アップから実戦モー ドへと練習が続いた。しかし、気温が

高く熱い。

でも、この条件の中で戦わ芯ければいけないのである。

ホテルへ戻り、 一時の休養を取り、 19:00分頃から獣医による

検診が始まった。11頭を終えるのに2時間もかかってしまう。持参

した書類には不備は芯かったはずなのに、一点だけ問題が発生。狂

犬病予防証明証に薬の番号が記載されていないから、書類が書けな

いと獣医は嘆いていた。との書類をUSDA!こ持参しても許可が出る

かどうかは責任が持てないと言う。(マ クは全く問題はないと言

っていましたが ) 

ワン子11頭 “異常なし"で終了し、とりあえす一安心した。

翌日工ルドンがUSDAへ代行手続きを無事に済ませてくれるのを

祈るだけだ。遅い夕食を取り、長い一日が終わる。

21日 (金)、大会前日の練習日として、午前の部 ・午後の部に分

かれて会場入り。選手も様々で午前は犬との練習。午後からは人間

のみの練習。午前 ・午後共に犬との練習をする選手。明日への調整

は皆、真剣だった。

夕食はピザ屋でピザパ ティー。飲んで食べてが始まったが -何

と、フリスピ一交換会、サイン会へと 11 選手達は楽しい時聞を週

ごし顔が緩んでいましたよ。財布のヒモが緩んだ選手もいたのでは

ないでしょうかつつ

22日 (土)世界選手権1日目。選手のモチベーシヨンはどうなの

だろうか。きっと眠れなかった人もいたんだろうなっ|

会場に着いてから日本選手のテントブースを設け、開会式の時聞

を待つ。

緊張しているのかなっと選手の顔を伺うとそんな感じはなかっ

た。

日本での大会慣れ、いくつもの大舞台を経験している腕は一級品

の“兵揃い"緊張よりもいつもの笑顔で会場の雰囲気を自分の物に

しているようだ。フリーフライ トコー トとディスタンスコー トの2

面が有り、予選1ラウンドが同時進行にてスター卜した。ディスタ

ンス部門に工ントリーしている三本欽麗&力イザー ・ソゼチームが

12番目スター卜だ。次いで小寺賢&LEEチームが16番目スター卜

になる。36チームの工ントリー中、予選2ラウンドへ進めるのは

20チーム。問題ないでしょうと、三本欽麗&力イザー ・ソゼチ ム

の戦況を見つめた。2投ミスの7.5ポイント。声を掛ける時間も無

く、小寺賢&LEEチームのラウンドがスター卜する。5投中、1投ミ

スで14.5ポイント。上々の出だしだ。小寺賢&LEEチームは2位通

過で予選2ラウンドへ進出。三本欽麗&力イザー .ソゼチームは 17

位タイで進出した。三本選手は「次のラウンドが勝負。巻き返しま

す!Jと笑った目の奥にいつもの三本選手が映っていた。

小寺賢&LEEチ ムはこのままの調子で決勝まで行って欲しいと

心の中で願う。

予選2ラウンドのスター卜。三本欽麗&力イザ_.ソゼチームは

13. 5ポイン 卜を取り計21ポイントで5位まで浮上。小寺賢&LEE

チームは少し伸びす10ポイントを取り、計24.5ポイン 卜の2位

タイで翌日のファイナルラウンドへ。日本人ワン ツーフィニッシ

ユを狙う。

フリーフライト部門では55チーム参加の中、予選1ラウンドを行

い、予選2・3ラウンドへ進出出来るのはわずか20チーム。狭き門

だ。21番スタートで小川憲次&DANチームが日本選手の中でトッ

プバッターに芯った。11慎lこ27番~高坂健-&Mousseチーム。31

番~多々良憲司&Coreチーム。32番~早川利幸&BEATチーム。

33番~安田信二&八一ツチーム。34番~真鍋宏行&キョウシロウ

チーム。と日本選手が続き37番~林康男&愛鈴チーム。38番~村

上行弘&Kellyチーム。39番~土屋正仁&凪チームが次のラウンド

を目指す。

アチームが見事に予選1ラウンドを通過し20チームの枠に入っ

た。19位タイが3チームいたために最終的には22チームにて行う

事となった。
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残念ながら小川憲次&DANチーム、真鍋宏行&キョウシロウチー

ムは健闘虚しく予選に於いて29位 .30位の成績でしたが、 世界の



舞台で動する事も無く、伸び伸びと競技を行っていたのが印象的で

した。翌日のファイナルラウンドへ進めるのはわす、か12チーム。

22チーム中、約1/3の7チームがJFA選手。予選2・3ラウンドの

競技で決勝枠12を競うのだ。予選2ラウンドはディスタンスとなり、

日本選手のポイン卜が今一つ伸びてこ芯いー ー。 上位選手との得点差

が大きく広がってしまう。予選3ラウンド(フリ 競技)で勝負す

るしかない状況の中、アチーム全選手が高得点を出す。最高のパフ

ォーマンスであり、最高の出来であった。わずかな差で村上行

弘&Kellyチーム、多々良憲司&Coreチ ム・土屋正仁&凪チームが

翌日のファイナルラウンドへは進めませんでしたが、フリーフライ

ト競技に於いて34.5ポイントを出した村上行弘&Kellyチームは13

位タイと決勝枠まで1.5ポイン卜居かず。多々良憲司&Coreチーム

は4.5ポイン卜居かず15位タイ。大会初のウ工ルシユゴーギー “凪"

を相棒に、小型犬のハンディ芯ど感じさせない大きな演技を披露し、

アメリ力の選手にも大人気だった土屋正仁&凪チームは18位タイ。

3チーム共3ラウンドは満足の結果を残せたのでしょう、晴々とし

た笑顔で私に語ってくれました。

1日目が終了しホテルへ戻り、選手は様々芯思いを胸に愛犬と一

緒に週ごした事でしょう。私は少し買い物をし、夕食を済ませベッ

ドに横になり、いつの聞にか眠ったようです。(応援疲れかなーー笑)

23日(日)世界選手権2日目。決勝だ。いよいよ各部門のチャン

ピオンが決定する。昨日同様緊張している様子は感じ取れなかった

が、 111頁番が近付くにつれて少しづっテンションも上がり、心地よい

状態になるのだろうな・ー。(私がジャッジをしている時は気分が高

まりますね)

フリーフライ卜部門のファイナルラウンドはディスタンスからス

ター卜する。昨日は日本選手のポイントが伸びす、苦戦しているの

で4選手には 10ポイン卜以上を狙って欲しい。予選12位からのス

ター卜と芯り、日本選手は10位の安田信二&J¥ーツチームが最初と

なる。9.5ポイント。艮しとしよう o 7位タイのスター卜は林康

男&愛鈴チームで6ポイン卜しか取れす、に 11位と後退してしまう

。4位スタートは高坂健ァ&Mousseチーム。Mousseの噛み癖

が心配である。 10.5ポイント...。平均ポイントなので最後のフリ

ーで逆転だ(順位は5位)03位スター卜は早川利幸&BEATチーム。

昨日のディスタンスポイントは 10ポイン卜を取っており、日本選

手ではトップであった。ジャパンファイナル2001グランドチャン

ピオンの実績を持つこのチームに期待がかかる。結果はショー卜の

J¥ーフ工クトキャッチで11ポイントを取るが順位は1つ下11'4位と

なる。やはり緊張して手が縮んでしまい投げられなかった と早川

さんは話してくれた。各選手テ‘ィスタンスで順位を下げたが、全力

で最終ラウンドに望んで欲しいと願うばかりだ。

ディスタンス部門のファイナルラウンドがいよいよ始まる。2位

の小寺賢&LEEチ ム、 5位の三本欽麗&力イサー-ソゼチームが最

後の1分間に挑戦する。1位通過のジ工ーン・夕、イブン&MARIEチ

ームは32.5ポイン卜で小寺賢&LEEチームとは8ポイン 卜差。三本

欽麗&力イザ -ソゼチームとは 11.5ポイン卜差。ドラマが起きる

事を願う全日本選手達。

三本選手は決勝でロング4本を成功させ17ポイン卜獲得。トータ

ル38ポイン卜で後続選手の結果を待つ事となる。小寺選手は24.5

ポイン卜をどこまで伸ばしてくるのか楽しみだ。2・3投目を弾い

てしまい8ポイン卜上乗せ。トータル32.5ポイン卜。1位のジ、工

ン・夕、イブン&MARIEチームは無難にショー卜を5本決め、 14ポ

イン卜を獲得。トータル46.5ポイン卜で逃げ切っての優勝を飾る。

これがフリスピードッグの難しい所であり、楽しさでもあり、醍醐

昧なのだ。

三本欽麗&力イザー・ソゼチームが世界2位の座を手に入れ5位入

賞|こ小寺賢&LEEチームが入った。優勝は逃したものの両選手の力

はアメリ力の選手も絶賛し、惜しみない拍手を送っていた。

力イザ-&LEEお疲れさまでした

間もなくフリ フライト部門のファイナルラウンド(フリー競技)

が始まろうとしている。決勝へ進めなかった日本選手5名の分まで、

ワン子達の分まで力を出し切って欲しい。

日本のテントは三本選手、小寺選手も加わり大声援。

我々のテントから “オーラ"が出ている様芯感じで、日本選手団

が一つになった瞬間だった。私は何よりも嬉しかった。とれから決

勝芯のに既に胸がいっぱいだった。

ファイナルラウンドへ進出の4チームは思い残す事無く、プレー

し日本のレベルを世界へ広めてくれた。叉、アメリ力の選手も全力

でプレーし、本場の実力を見せ付けてくれた。見事ラン夕、ーカップ

を手にしたのはボブ ・工パンス&二ック(決勝36.5)。準優勝はポ

ン サラデス&チコ (決勝39.5)と過去のワールドチャンピオンの

実績を持つ選手の1位、 2イ立で、あった。

決勝で35.0ポイン卜を記録し早川利幸&BEATチームが世界の3

位へ入る快挙を達成。最高の出来だった。

5位からの逆転優勝を狙った高坂健一&Mousseチームは35.5ポ

イン卜を記録するが4位入賞。11位からのジャンブアップ。決勝で

の八イパフォーマンス。大技連発の林康男&愛鈴チームは36.5ポイ

ントを記録し7位入賞。10位かうのスター卜の安田信二&八一ツチ

ーム。安定した技とスピードある技で善戦しましたが、一歩及ぱす

33.0ポイントを記録し 10位入貰。という結果を残し幕を閉じた。

実力差は無いに等しいまで昇りつめたと実感した。日本の選手が

頂点、に立つのは近いと思うし、是非そうなって欲しい。アメリ力の

プレーを生で観戦しフィールド、に立った選手達が一番感じている事

だと私は思っています。

私は今回の渡米に同行し、初めてジャ ッジの立場から離れ、選手

を応援する事が出来ました。全てが身になり、勉強させて頂きまし

た。

世界へ朔いた選手達 私は誇りに思い、感謝しています。ありが

とう。

宙

そして世界の舞台で活躍したワン子達、長旅と検疫がんばったね。

お疲れ様

統轄本部 上田 隆



OPEN DIVISION 

ROUND1 

PLAYER CANINE FRE EST YLE 
TOTAL 

D S L E 

BOB EVANS NICK 9 91 9.5 9.5 37 

PON 
CHICO 9 8 91 8.5 34.5 

SARADETH 

TOSHIYUKI BEAT 8.5 91 8.5 9 35 
HAYAKAWA 

KENICHI 
MOUSSE 8.5 9.5 9.5 9 36.5 

TAKASAKA 

CHRIS 
SKY CODY 8.5 9 91 8.5 35 

GARDNER 

しAWRENCE AERO 
8 8 81 8.5 32.5 

FREDERICK DYNAMIC 

YASOU IRENE 71 8.5 9 9 33.5 
HAYASHI 

CHUCK DONNIE 8 71 8.5 ワ5 31 
MIDDLETON 

LAWRENCE 
HAPPY GIRL 8.5 9 9 9 35.5 

FREDERICK 

SHINJI 
HEARTS 7.5 9 9 9 34.5 

YASUpA 

TOM 
TAYLOR 8.5 8.5 9 9 35 

CLEMENTS 

J.D.PLATT GALAXY 7.5 8 81 8.5 32 

STEVE GUINNESS 
8 9 8 9 34 

TEER STOUT 

YUKI汁IRO
KELLY 8 81 8.5 9 33.5 

MURAKAMI 

KENJI 
CORE 81 8.5 8 9 33.5 

TATARA 

CHRISTI RED ROCKET 
7.5 8.5 7.5 ワ5 31 

GOODMAN RIDER 

DAVID FLYIN' 
7.5 7 81 8.5 31 

DEMENT NASH 

MASAHITO 
NAGI 7 9 ワ 9 32 

TSUCHIYA 

SUNG HYUN TAG 7.5 8.5 7.5 8 31.5 

TRACY FLYING RED 
81 7.5 8 9 32.5 

PRUDDEN KILLlAN 

STEVE 
FOSTER 81 7.5 7.5 8 31 

MALMLOV 

SONYA 800 7.5 8 8 8 31.5 
WOLF 

SONYA 
COMETT 8 817.35 7 30.5 

WOLF 

ALAN 
JASPER 7 8 81 7.5 30.5 

THIBODO 

GREG 
MOXIE 71 8.5 7.5 ワ5 30.5 

TRESAN 

MARK 
SKYLAR 81 6.5 7.5 8 30 

JENNINGS 

MARIE 
BO 8.5 7.5 6.5 7.5 30 

EARLE 

JOSEPH 
KYLlE 7.5 8 71 7.5 30 

JONES 

KENJI 
DAN 

OGAWA 健闘惜しくもRonud1にて

HIROYUKI 
KYOUSHIROU 

競技終了

MANA8E 

CATCH AND FETCH -DIST ANCE DIVISION 
NAME 

YOSHITSUGU 
MITSUMOTO 

KEN 
KOTERA 

@]匠さ〉
ROUND2 ROUND3 ROUND4 FINAL ROUND 

FRE EST YLE FRE EST YLE 
FINAL 

CATCH 
TOTAL TOTAL 

CATCH 
TOTAL TOTAL 

FETCH D S L E FETCH 。S L E 

15.5 52.5 9.5 8.5 9.5 9 89 13 102 9.5 81 9.5 9.5 138.5 

7 41.5 9.5 9.5 9.5 9.5 79.5 13 92.5 10 9.5 10 10 132 

10 45 8.5 9 91 9.5 81 11 92 8.5 9.5 8.5 8.5 127 

8.5 45 8.5 91 9.5 8.5 80.5 10.5 91 81 9.5 9 91 126.5 

11.5 46.5 91 9.5 91 8.5 82.5 10.5 93 8.5 71 8.5 7 124 

12.5 45 9 9 81 8.5 79.5 9 88.5 8.5 81 8.5 81 121.5 

8.5 42 81 9.5 9.5 9 78 6 84 8.5 9.5 9.5 91 120.5 

9.5 40.5 8 91 8.5 8.5 74.5 11.5 86 8.5 8.5 81 8.5 119.5 

7 42.5 8.5 9.5 8 9 77.5 10.5 88 8.5 6.5 81 8.5 119.5 

8 42.5 81 8.5 8.5 8.5 76 9.5 85.5 8.5 8 81 8.5 118.5 

4 39 9 9 8 9 74 8 82 91 8.5 71 8.5 115 

13.5 45.5 8 81 8.5 8 78 8.5 86.5 5.5 51 5.5 6.5 109 

7 41 7.5 8.5 71 8.5 72.5 

5.5 39 8 8 91 8.5 72.5 に13位タイ|

7 40.5 8 7 7 つ 69.5 iく15位タイ|

10.5 41.5 71 7.5 ワ 6.5 69.5 

8 39 ワ 7 8 8 69 

3 35 81 9.5 7 9 68.5 |く18位タイ|

2.5 34.5 8.5 9 81 8.5 68.5 

9 41.5 7.5 71 5.5 6.5 68 

9.5 40.5 71 6.5 6.5 7 67.5 

6 37.5 71 8.5 7.5 ワ 67.5 

@ 



競技開始前、世界ヘ挑むJFA選手とポブ・ 工パンス氏 LAX到着後、チャーターパスにてホテルヘ移動 カリフォル二アの空とFlyWay 

ディス力パリング ・ザ・ワールド社見学、 フリスビープリント加工に挑戦
社長夕、ン・マゴーン氏

フリスビープリント加工の様子

公開練習日、木かげで休養をとる選手たち アメリ力スタッフとランチ ピザパーティーにて

小川|氏が発端... フリスビ一交換会に。 フリスピ一交換会 展示された各々のフリスビー

宙



ワン子を車に載せ、いざ出陣 大会会場にて 工ントリー受付

入賞カップ、中央がランダーカップ エントリー選手、スコアボード Ashly運営スタッフと本部関口

フリーフライト世界3位。世界の早川が誕生した。 左より早川さん、ポブ -工パンス氏、ポン-サラデス氏 フリーフライト部門、入賞した選手たち

勝利を讃え、ポブ・工パンス氏と 入賞したJFA選手達 ディスタンス世界2位の座を手に入れた三本選手

(写真提供小寺賢)

@ 



関西本部

関西本部では、月に一度の練習会を堺市&ワールド牧場にて開催

してます。本部大会のステッブアップとして参加宜しくお願いしま

す。

又西ブロ ックでのフリスピー ドッグの普及活動な5び|こ大会誘

致、告クラブのパックアップ指導等も行っています。

関西本部本部長園野悦郎

千葉支部

千葉支部は2ヶ月の一度の割合で支部大会を開催しています。

できるだけJFA本部大会とは遣ったアットホームな感じで

初心のかたでも安心して参加できるよう芯大会にするよう努めてお

り千葉県を中心にフりスピードックというスポーツの発展を目的と

し、中級インストラクタ-2名、初級インストラクタ-2名、他ス

タッフ計10名で活動を展開しています。

またフリスピー ドッグを始めたばかりのかたのために、大会開催

と同時に初心者教室、スローイング教室も行い、 人でも多くのフ

リスピ ドックプレーヤーがふえてくれるように、 千葉県内での底

辺の拡大にも努めて活動しています。

今年はすでで‘に東京支部合同でス口 インク

めとして関東近県の支部、クラブとも協力して交流し

たくさんのかたにフりスピードックの楽しさを知ってもらうことを

目的として活動し、また支部、クラブスタッフ同士の親睦、クラブ

の普及がはかれればと思っています。

千葉支部支部長早川利幸

神奈川支部

フリスピードッグ神奈川支部は、神奈川県横須賀市を中心として、

活動しています。

活動は、毎日地元の公園でメンバーを中心に朝と夜に練習、地元

公園の清掃活動など、世界大会に参加したチームも在籍しています。

初心者かう上級者までの全ての方が日々楽しく愛犬と一緒にフリ

スピーで遊べるようにと考えています。

神奈川支部支部長高坂健一

福岡支部

JFA福岡支部では、愛犬とフリスピードッグスポーツを楽しむだ

けでなく、愛犬の膜や愛犬家のモラル及びマナーの向上にも取り組

んでいます。また本会には、全国各地で開催されるJFA公式選手権

やジャパンファイナルで活躍するチームも多く、ビギナーから上級

者まで、各自の技術向上を目指すと共にフリスピードッグの普及と

発展に取り組んでいます。

-入会金および年会費は 『無料J
JFA福岡支部ではJFAの規約にのっとり、入会金や年会費はあり

ません。本会は各地でのデモンストレーション出演や、 JFA公式選

手権での運営協力等で得た収入で、必要経費を捻出しています。た

だし、インターネットを使用されない方には通信費として年間

1，000円程度を頂く事もあります。

・練習会 ・イベント ・レクレーション

JFA福岡支部では、 JFA公認インストラクターを中心に毎月一回、

日曜日に定期練習会を開催し、会員達が練習の成果を発表し楽しく

競技しています。

また、初心者の為のスロ インク教室や、 Howto講座などを常

時開催しています。さらに毎週日曜日には会員が自主的に集まって

練習しています。

九州各地でのイベントにも、当支部のメンバーが出演し好評を博

しています。

レクレーションも多彩で、夏休みの川遊び-バーベキュー大会 ・

キャンプ・他クラブとの交流会・クUスマス会(忘年会)などがあ

り、家族ぐるみで親睦を深めています。

-入会資格

JFA福岡支部は、フリスピードックを愛し、そして支部会則にの

っとって良好芯人間関係を構築出来る方ならどなたでも入会出来ま

す。(JFA会員でなくとも入会できる)また、大型犬・ミニチュア

犬・ミックス犬等、どのような犬種でもOKです。要は、会の中で

自分の楽しみ方を見つけ、自分芯りに取り組むことが大切です。

宮崎ただし、他国体の運営に携わっている者の入会は出来ません。

(類似クラブはこれにあたらない)

福岡支部支部長松尾興

クラブ札幌

永年住んでいても気が付かなかった北海道の良さを、全国各地へ

の遠征で少しすつ分かつてきた今日この頃。皆様、暑さ対策は万全

でしょうかっ

さて、道舛の競技者にとってフ工リー ・飛行機遠征は非常に負担

に感じていることでしょう。現に私も初遠征をするまでは 「本州ま

でなんて...Jと思っていました。しか~し北海道は、その負担以上

に有り余る魅力があります|

ご家族連れ・己夫婦 ・独身男女それぞれの二一ス、に合った観光地

や施設が豊富 ! 特に個人的には東京以北最大の歓楽街ススキノへ

は是非一度足を運んで頂きたい。私も遠征者の方々へのピッタリな

アテンドが出来るよう、ススキノ情報を入手すべく夜な夜な散策を

重ね、皆様のお越しを首を長くしてお待ちしております。旅のつい

でに夏でも涼しい札幌大会へも

クラブ青森

札幌大会ススキノ前夜祭担当

兼 クラブ札幌クラブ長大沢弘和

2002年10月に発足したクラブ青森です。

青森は雪が多いため11月から3月までは活動が出来ないという不

利な条件ではありますが、春から秋にかけてはとっても活動的な県

です。

まだ発足してまもないので人数も少ないですが皆さんのやる気が

みなぎり和気あいあいとフリスビーを楽しんでいます。

今はフIjスビーの普及と初心者講習に力を入れていますが、これ

か5の目標は、大会に積極的に参加してみんなで応援しあい、フリ

スピーをこよなく楽しむクラブ青森にしたいと思っています。

@ 

クラブ青森スタッフ一同やる気はみ芯ぎっていますが、発足した

ばかりでわからないことも多々ありますが、精一杯頑張りますので

これからもどうぞよろしくお願いいたします。

クラブ青森クラブ長本由美樹



クラブ岩手

クラブ岩手設立より、今年の8月で、ちょうど2年となります。

当時、岩手にはフリスピー ドッグと言う言葉自体も、クラブ岩手

と言う存在もあまり知れ渡ってい芯く、公園芯どで犬連れの方を見

かけては紹介していた記憶があります。今では [HPを見てきた。]

[紹介されて ]など、岩手でも確実にフリスピードッグを楽しむ

飼い主の方が多くなったと思っております。

2年前と比べると、とても大きな進歩だと思います。しかし、た

だ喜んでいるばかりでもいう杓ないのが現状です。現に岩手で、会

場周辺の方の苦情により、保健所などに連絡されてしまい、練習会

会場としての使用が出来なくなってしまった所があります。

犬が好きな人ばかりとは限りません。犬が側に寄っただけで「噛

まれた~J と言う方だっています。 これは本当に難しい問題芯のだ

と思います。

クラブ岩手では、フン等の問題はないと思っています。それでも、

フンの問題が無く芯らないのは、まだまだきちんと処理していない

飼い主の方がいると言う事なのでしょう。此処までくると、本当に

飼い主のモラjレの問題になってきますが

犬が嫌いな人にとっては、 そこに犬がいるだけで大騒ぎしていま

う場合だ、ってあります。そのようなことを踏まえた上で活動を行っ

て行きたいと考えております。

岩手かう本大会までは、決して近い距離とは言えませんが、今年

はメンバ 各々が進んで本大会に参加できるように、もっと、大会

の楽しみを知ってもらうように活動したいと思っております。

岩手よりの参加の際は是非、声を掛けていただければ、メンバー

も嬉しく思うと思います。

今後とも、クラブ岩手共々、よろしくおねがいいたします。

クラブ岩手クラブ長及川亜沙子

クラブ仙台

クラブ仙台を設立して約1年半になります。

初めは3人かうスター卜したクラフですが宮城県でも徐々にフリス

ピードッグ人口が増えて、クラブ岩手さんクラブ青森さんの協力を

得ながらもクラブ大会まで開催できるようになってきました。また、

クラブスタッフ及びメンバーの方達は犬と遊J3iのが本当に好きみた

いで雰囲気の良いクラブになっています。練習会やクラブ大会を定

期的に行っていく予定ですのでその時は遊ひ、に来てください。

クラブ仙台クラブ長庄子幸雄

クラブ茨城

クラブが発足して1年です。

クラブから「日本一を出す」、と言う目標で発足しました。

関東の中では比較的出遅れ気昧の感がありましたが、最近やっと

スタートラインに並べるようになった気がします。

専用の練習場 (USコート常設)が有るのもこのクラブの最大の

強みです。

その成果かつ公式戦の優勝者も今シーズン初めて出てきました。

クラブ茨城は子供の層が厚く、将来有望、しかも、子供たちの活

躍が著しいのが特徴です。

マスコッ卜的なキャラク夕、ーを持った子供達に恵まれたクラブと

いえるでしょう。

我々大人たちも、この子たちに負けじとばかりに頑張っております。

年の差を超えたライバル同士の集まりです。

この子たちが育てば近い将来目標の 「日本一jが生まれる可能性

の最も大きいクラブと言えます。

まだ主なクラブ、行事は行っていませんが、公式審判員、インスト

ラクターも増え、組織が固まって来ています。

「これから見ていろリと言ったところでしょうかつ

クラブ茨城クラブ長柏正雄

クラブ愛知

クラブ愛知は昨年2002.9月に発足したばかりのまだ駆出しの

クラフですが「フリスピードックを愛し、一緒に楽しみましょう」

をスローガンに月一回の予定で豊橋の神野埠頭緑地で、練習会を行っ

ています。

愛知という土地柄かつ芯かなか、犬、フリスピードックには理解

が少芯いのが悩みの種ですが、イベン卜への参加、広報、普及活動

など、地道に活動を続けていく事で、理解と信頼を頂ければと努力

しております。

そして愛知県内各地で大会を開催できれば、それがフリスピード

ックへの理解につ芯がってくれると思っています。

まだ、まだ、未熟なスタッフばかりですが、些細芯ことでも気軽

に聞き合えるような雰囲気のクラブにしていきたいと思っています

ので、お近くの方は是非、練習会などご参加下さい、 一緒に楽しく

練習いたしましょう 11

クラブ愛知クラブ長太田由紀

クラブ三重

こんにちは クラブ三重です。

平成14年1月に発足して、あっという聞に現在に至。、クラブ員

も徐々に増えて、初心者教室で、のヘナチョ コスローも今ではロング

スローを競うまでに成長してきました。ゲームが思うように行かな

かったときの悔しさも、緊張のあまり頭の中が真っ白に芯ったゲー

ム・愛犬と一緒だといつものス口ーが出来ないことも経験し、練習

よりうまく行って逆にとまどったりして、でも結果、より深くフリ

スピー ドック‘にかかわってきているようです。遠征の楽しさも芽生

えてきたか芯つ

毎月行っている練習会も、ラインズマン・記録-ジャッジを自主

的に交代で出来るまでに成長しているので向上心旺盛、これかうが

楽しみでもあります。

クラブ三重は、地域のファンシャーによって支えられています。

毎月訪れる初心者の方々にゲームの奥深さと愛犬とのコミュ二ケー

ションの楽しさを知っていただければと思い毎月練習会も開催して

います。

県内で毎年大会を行っていますが、各地と同様、会場の誘致につ

いては頭が痛いところ。時聞が許す限り各地に出向いて現地を視察

して担当の方と懇談していますが、ます一歩目でつますきます。自

治体というのは責任をもって判断できる人材がいない団体なので、

話をするときには担当者の肩の荷を降ろすところから始まります。

話しの内容ですが、たとえば犬立入禁止 -地面が不適切・狭い ・

時間が限られるなど理由は様々で適切な場所も見つかう芯いのが現

状。犬嫌い、または一部の方のマナーの悪さもあり犬に対する偏見

もあるでしょうが、どこの地域においてもペットが増え続けている

以上、自治体としても見て見芯い振りすることも出来ないところに

持っていく。環境課・教育委員会などを巻き込んで自治体が苦手と

@ 



する横の連絡網を形成するとともできます。

愛犬とコミュ二ケーションすることで信頼もでき可愛くなるの

で、愛着がわけばウンチのポイ捨ても減ってくる。市民の一員とし

てお役に立ちたい と持ってくる、そうすれば自治体もこちらを向

いてくるでしょう。

甘い考えかもしれませんが、コンパ二オンア二マルとして、社会

の一員として加えられたういいなーと思います。

このよう芯厳しい情勢の中で久居市の対応は素晴らしいのではな

いでしょうか。会場のスペースの広さと大会に向けての芝の手入れ、

給水用ポリタンクの貸し出しなども協力していただき感謝しており

ますが、このような対応に甘んじることなく、クラブ三重は地域に

貢献していきたいと思っています。

近隣のクラブの皆さんに支えられているクラブ三重、弱小ではご

ざいますが、これからもよろしくお願いいたします。

クラブ三重クラブ長畑中松雄

クラブ和歌山

クラブ和歌山の本拠地は海南東ICを降りて 15分ぐ5いの所にあ

る野上町動物愛護センター隣のふれあい公園で月 1回(第3日曜日)

に練習会を行ってます。(和歌山大会もこの会場で行ってます)

まだまだ会員数が少なく初心者の方が多いのですが、少しでも早

く大会に参加出来るように頑張っています。

各大会の会場で見かけた時には、どうぞよろしくお願いします。

クラブ和歌山クラブ長淀川和馬

クラブ瀬戸内

クラブ瀬戸内は、岡山県を中心に岡山県、広島県、山口県と広範

囲のエリアで活動しています。

範囲が広いせいもあり、クラブスタッフやメンバーの方々も数多

く、大世帯のクラフですが、クラブ行事への参加も長距離移動の事

が多く、ご不便をお掛けしているのも事実だと思います。

本年は5月までにクラブ講習会&練習会を2目、クラブ大会をl回

開催いたしましたが、今後の行事予定と致しましては、 7月か8月

にキャンブ、 10月下旬と 12月初旬に講習会やクラブ大会を予定い

たしております。

また、 12月のクラブ大会終了後に忘年会も予定いたしております。

中園地区はフリスピードッグの後進地区ではありますが、現在急

激な勢いでフリスピードッグ人口が増え続けています。

まだまだ、ピギナーの方々が大半を占める設立か52年しか経っ

ていないクラフですが、その中にはファイナリストチームも数チー

ム存在し、各大会において素晴らしい活躍をしております。

中園地区においても、今後益々盛ん芯ドッグスポ ツに位置付け

されてくるものと思われます。

クラブ瀬戸内のスタッフやメンバーの方々は非常に親切芯方ばか

りです。

いろん芯方々の経験や体験を聞きながらレッスンする事は上達へ

の番の近道だと思います。

皆さんもクラブ瀬戸内のメンパーに加わり、みんなで楽しくレッ

スンし、早くフリスピードッグの楽しさや素晴うしさ、そして喜び

を昧わって頂きたいと思います。

クラブ瀬戸内クラブ長 田口久善

クラブ四国

思い起こせば

何の気なしに、フリスピーというおもちゃを手にして・ー買ってみ

た。ひょいと投げてみた。なに芯にそれつポールより楽しいかも?

わくわく P 我が家のwanがフリスピードック、になった瞬間です。

(笑)

この、感動を伝えたく設立しました。

愛犬とスポーツを楽しむフリスピードッグ。

フリスピ 1枚で、愛犬との紳は今までの何倍も強いものに芯り

ます。

四国はまだまだフリスピードッグ競技人口の少芯い地域です。

(そう、ユースオーブンは狙い目 11) 

私たちは大会への参加、練習会の開催等を通してもっともっとこ

の四国で、愛犬とスポーツを楽しむ人を増やしていきたいと思って

います。

クラブ四国クラブ長西津賢桔

クラブ北九州

まだまだ出来たてほやほやのクラフです。

ホームページもまだ出来ていません。

クラブ長からして、 PC音痴で、人聞はたっぷりと年季がはいっ

ているのですが、フリもクラブもこれかうです。

今年、発足記念で初めて大会を北九州、卜門司で開催していただき、

やっと一歩踏み出したところです。

練習場所も会場もなかなか見つけ出せず大変ですが、皆さんに少

しす、つ理解していただとうと思っています。

福岡の仲間とともにフリスピードッグの輪を通じて、仲間の和を

増やしていきたいと思っています。

ルルを守り、楽しくやろうがモットーです。

これからも、よろしくお願いします。

クラブ北九州クラブ長河上徳次

クラブ熊本

2002年2月1日付けで新生クラブ熊本が発足して1年半になります。

何にも実績のないチームがクラブを引き受けたとしても、果たし

て運営して行けるかどうか大変心配でしたが、どうにかここまで来

れました。

まだ新人さんが多いクラフですけど、それだけに未来が楽しみに

思えます、今後ファイナルへ送り込める選手を育てて行くのが

「夢 ・目標」です。

「思えば叶うリの意気込みで前進する「火の国軍団 クラブ熊

本」を宜しく|

省

クラブ沖縄

クラブ沖縄の岩元です。

JFAの南端のクラブ沖縄です。

まだまだ発足して間も芯いクラフですが、青い空、青い海と素晴

らしい自然の中で愛犬と楽しんでいます。

チャンブルー文化の沖縄でひときわ遣ったクラブ、を目指し頑張り

ます。

沖縄旅行の際にはぜひ愛犬もご一緒に|

クラブ沖縄クラブ長岩元健一



掴JFA関東本部
http://www.jfa-kanto.jp/ 
kantou@frisbeedog.co.jp 

盟JFA関西本部
http://www.tcnweb.ne.jpnfalくansai/
kansai@frisbeedog.co.jp 

盟JFA千葉支部
http://www.remus.dti.ne.jpFgumchan/ 
chiba@frisbeedog.co.jp 

.JFA神奈川支部
http://members.jcom.home.ne.jp/jfa-kanagawa/club川dex.html
kanagawa@frisbeedog.co.jp 

.JFA兵庫支部
http:l八八Iww.bunbun-tails.jp/jfa-hyogo/
hyogo@frisbeedog.co.jp 

置JFA福岡支部
http:l八八八八Iw.setup-jp.net/jfa_club_fulくしJOIくa/
fulくしJOIくa@frisbeedog.co.jp

園JFAクラブ三重
http目//homepage3.nifty.com/jfamie/index.htm 
mie@frisbeedog.co目jp

盟JFAクラブ瀬戸内
http://city-net.cside.com/setouchi/ 
setouchi@frisbeedog.co.jp 

瞳JFAクラブ仙台
http://jfa.club-sendai.org/ 
sendai@frisbeedog.co.jp 

題JFAクラブ岩手
http://www.h3.dion.ne.jpFjfaiwate/ 
iwate@frisbeedog.co.jp 

事務所移転のお知らせ

6月19日より、下記の住所に移転致します。

郵便番号、電話番号、 FAX番号に変更はございません。

宜しくお願い申しよげます。

移転先:新潟県新潟市川岸町3丁目 17番29号

薗JFAクラブ札幌
http://jfa-splく目hp目infoseek.co.jp/
sapporo@frisbeedog.co目jp

.JFAクラブ茨城
http://homepage3.nifty.com/frisbee/index.html 
ibaraki@frisbeedog.co.jp 

.JFAクラブ和歌山
http://w-jfa.s22.xrea.com/ 
wakayama@frisbeedog.co.jp 

.JFAクラブ四国
http://www.geocities.co.jp/AnimaIParlく司Pochi/7735/
shilく01くしj@frisbeedog.co.jp

翻JFAクラブ愛知
http://jfaclubaichi.cool.ne.jp/ 
aichi@frisbeedog.co.jp 

髄JFAクラブ熊本
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Yurinoki/9446/ 
kumamoto@frisbeedog.co.jp 

開JFAクラブ沖縄
okinawa@frisbeedog.co.jp 

盟JFAクラブ青森
http目//www.h4.dion.ne.jpnfacluba/ 
aomori@frisbeedog.co.jp 

.JFAクラブ北九州
|くitalくyusyu@frisbeedog.co.jp
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国lB温阻む・・E既~@ 

人 間の寿命が長い 理 由 の ひ と つ は 、 食 事 か ら

摂取するたん白質 と 脂 肪 が 、 理 想 的 な 比 率

であるからと言われています。私たちの 70年

にわたる研究の集大 成 で あ る プ ロ プ ラ ン は 、

たん 白 質 と 脂 肪 のバランスを、分子生物学や

免疫学など様々な視点から徹底的に分析し

決定しています。年齢や状態に合わせて

最適な比率で配合された栄養は、効果的に

愛犬の体のスミズミに行き渡り、より長く健康を

支えていきます。あなたと愛犬の幸せが少しでも

長続きするように。長い眼でみれば、フ。ロプラン。

ヒントは、人間の寿命の長さにありました。

人間の一生と同じ、と考える。

栄養カfスミズミまで行き渡り、愛犬を守る 。

ピュリナプロプラン、日本登場。

[子犬用 1[成犬用 1[シニア犬用]

毎月 1，000名様「フロフランバビーお試しセットjフレゼントキャンベーン実施中!
プロプラン子犬用のサンプルをプレゼントいたします。ご希望の方は www.proplan.jpからご応募下さい。

国ネスレピュリナペットケア株式会社
http://www.purina.co.jp 
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