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• JFAメンバーの皆さんヘ :・

本年度、最後となる最大のイベント IJAPAN FINAL2003Jが11月1日"'3日 (3日間開催)が大盛況の中、

無事終了致しました。

本大会は協会設立から 10周年を迎え、まさに記念すべき大会!そしてフリスピードッグ誕生となった時を

思い出されるかのように、ベースボールスタジアム rYahoo! BBスタジアムjでの開催をする事ができまし

た。つきましては、今年一年間多大なるご支援を賜りましたスポンサー各社様のお力添えと、 JFAメンバーの

皆さまのご、協力があっての開催が出来たことを、心から感謝致しております。

今年のジャパンファイナjレは第1回世界選手権も同時開催となり 、2003年2月アメリ力で行われた世界チャ

ンピオン、ボブ ・工パンス&二、ソクの参戦と、韓国からの招待選手も参加していただき、国際色豊かな世界選

手権も実現できました。3日間でのノミネート参加選手は北海道から九州までの500チームとなりました。又、

2003年度表彰式典&ウェル力ムパーティーの参加者も150名という多数の参加で賑わっていました。

11月3日 (最終日)はあいにくの小雨模様の中での開催となりましたが、 3日間での来場者数は'7，000名と

いう事でした。素晴らしい会場と大観衆の中でのプレーは最高の名誉であり、心に残った大会になった事と思

います。又、観戦のお客様もフリスピード、ソグの魅力と醍醐味を身近で、感じ、良き思い出として家路に着いた

事と思います。

2004年度の開幕は、通年ですと 1月からのスタートとなっておりましたが、メンバーの皆さまより 12月か

らの開催要望が多く、協議の結果、 12月第2週が開幕戦となりました。

2004年度も素晴らしい一年となるよう 、もう一度初心に戻りスタッフ一同頑張っていく決意でございます。

| フリスビードック・協会~I.E年度公式選手権開催予定表 | 

開催日 開催地 会場

12パ3(土).......14(日) 兵庫県赤穂郡 播磨科学公園都市芝生広場

12/20(土).......21 (日) 東京都品川区台場 東八潮都立潮風公園「太陽の広場」

12/20(土).......21 (日) 大阪府堺市 築港八幡町「海とふれあい公園J



Hーク・クリーンアップ・ウオーク

ユースオープンの部
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小型犬の部

シニアドッグの部

ベアの部

一日目、早朝7時か5始まった 1)¥ーク-クリーンアップ・ウオーク」。イベントに

は、参加者をはじめとする約 100人が集まり、愛犬と共に会場となった

Yahoo!日Bスタジアムを取り囲む公園をUSAからのゲストを交え、準備運動を兼

ねてのごみ拾いをしました。

企ジャパンファイナル2003、最初の競技種目となったのは、小型犬の部ファイナ

ル。全国からの小型犬ファイナリストは25チーム。各地で行われた大会の各チー

ム5大会のベストポイン卜合計でノミネ一卜が決定されました。

小型犬の部

2位木村宏 1位梅田良平 3位後藤公彦

&マル &コ二一 &麿

ユースオーブンの部(団体戦)

2位山口県 1位和歌山県 3位宮崎県

チーム チーム チム

小型犬の部、 2001年かう連続ノミネー卜

をされ、念願の優勝を飾ったのは、梅田良

平&コ二一チーム。予選ラウンド、決勝ラウ

ンド共にパーフ工ク卜プレーを見せ、堂々の

優勝を果たしました。

企ユースオーブンの部では、告都道府県の代

表としてベスト5チームがノミネ一卜を受け、

ジャパンファイナルに進出し、個人別の争い、

そして都道府県ごとの団体戦としての争いを

します。そのチーム数、 134チーム。

ユースオープンの部(個人戦)

2位小井正 1位森川耕平 3位佐藤茂

&セベリアーノ &弁慶 &マロン

決勝ラウンドには、和歌山県からの代表選手2チームが進出し、この時点、で団体

戦の優勝は、ほぼ決定しました。残るは個人別の優勝をかけた決勝ラウンド。結果、

和歌山県の代表、森川耕平&弁慶チームが137チームの頂点に立ちました。

企シニアドッグの部は、 7歳以上のシニア犬が工ントリーできる大会として、全国

の大会でのベスト 15チームがノミネー卜される大会です。シニアドッグとはいえ、

まだまだ現役といわんばかりの元気芯フリスピードッグたちの戦いは熱く繰り広げ

5れました。優勝は、原英雄&ピアスチーム。優勝有力候補であった井上弘之&

DIZZYチームを3ポイン卜の僅差で破り、優勝を飾りました。

ペアの部

2位藤田由紀 1位杉山美里 3位水越里絵

飛弾野文泰 新倉謙吾 水越徹

&ラン &音々 &せれ

園

企ペア大会の部、大会の中でも、毎回盛り上

がりを見せるペア大会。二人と一匹の患の合

うところを見せることが重要となるペア大会。

ファイナルにノミネー卜されたペアは、いす、

れも患の合ったチームばかり 。その中でも、

若さでの勝利か、 21歳と 19歳の男女のペア、

杉山美里 ・新倉謙吉&音々チームが、大会最

高ポイントとなる 116ポイン卜で優勝。



小型犬の部優勝
梅田良平&コニー

コ二ーとフリスビーを始めて約3年になります。

コ二ーは己はんよりフリスピーが大好きで、ほっとけば1日中フ

リスビーで遊んでると思います。

昨年のファイナルでは僕の詰めが甘くとても悔しい思いをしまし

た。

「来年こそはリと思い気合いを入れて練習しました。

その甲斐があって今年は年間の1位をとり、ファイナルでは“日

本一"になる事が出来ました。

ファイナルでもそうですが、今シーズン

もコ二ーはすごく頑張ってくれました。“あ

りがとう"

また新たな目標と共にコ二 とフリスビ

ーを続けていきたいと思います。

最後に応援して下さったみ芯さんありが

とうございます。

これからも宜しくお願いします。

シニアドック.の部優勝
原英雄&ピアス

まさに夢のような瞬間が、待っていました。

「シニアドッグの部|優勝は、原 ピアスチームリのコールが

会場に響き渡り、まさかと思いつつ周りから祝福の拍手がピアスに

そして、私に送られてきではじめて、「ゃったーリと思わす、コー

トの側で叫んでいました。

信じられないと思い芯がう、会場を埋め尽くした皆さん方のあた

たかい拍手を受けなが5コートを 1周するうちに、今までのピアス

との思い出が頭の中をかけめぐり、本当に最高の舞台を演じてくれ

たという感謝の気持ちで一杯になりました。

ピアスは、気持ちのやさしい、いつも控えめ芯女の子で、みん芯

にかわいがられてきました。

ある時、何気芯く始めたフリスビーで遊んでいると、友人かう大

会に l度出てみないかと誘われ、京都のある大会に初めて出場し、

入賞した事かうこの世界にはまってしまいました。

最初は、未熟芯投げてとのコンビがなかなかかみ合わす、思うよ

うな結果がでませんでした。

そんな時、ピアスのジャンブ力を生かせないかと、フリーフライ

トに転向し、こん芯に楽しそうに遊んでくれるピアスを見て、のん

びりとやる事が出来たう充分だと思い、こつこつと頑張った結果2

年前のファイナルにフIjーで初出場を果たしました。そして、今年

ピアスも8才に芯り、シニアに出場した結果、優勝というとんでも

芯いご褒美を頂いて本当に喜んでいます。

会場であたたかい声援を送ってくださった皆さん、そして今まで

色々とお世話になった方々に心力、うありがとうと言いたいと思いま

す。それから、ピアスの小さい頃、遊び相手と芯り、また大会会場

ではテントの影から応援してくれていた、サラねえちゃんも、天国

から喜んでくれていることでしょう・・・。

これからも元気一杯をモットーに、楽しんでいければと思ってい

ます。

最後にピアスP本当にありがとう~。
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謙吾&音々

今シーズンは私にとって厳しい出だしでした。

受験のために、去年のファイナル以降半年間のブランクが聞き、

スロ が安定しなく、何度場外に投げたことか(笑)。謙吉くん・

音々ちゃんとペアを組むことになったものの、初戦、第2戦は投げ

出しのタイミンク、も合わす、足を引っ張ってしまいました。

夏以降には、音々ちゃんとのタイミングが合い、“謙吾くんがな

んとかしてくれる"という安心感もあり、緊張することなく投げら

れるようになりました。

ファイナルではさすがに緊張しましたが、きれいな芝の上で楽し

くプレーでき、また、結果も出せて本当にうれしく思います。今シ

ーズン、下手なス口ーもフォローして、見事にキャッチしてくれた

音々ちゃん、すぱ5しいスローをしてくれた謙吾くんに感謝感謝で

す11

JFAの皆様、遠征でお世話になった皆様、本当にありがとうござ

いました!! .....来シーズン北海道にもぜひ来て下さいね食

ユースオーブンの部(団体戦)優勝
森川耕平・淀川和馬(和歌山県)

「フリスピードッグ」 というものに初めて出会ったのは 1年前。

嫁さんに連れて行かれたクラブ和歌山の講習会ででした。そこで、

スタッフの方の投げるすばらしいスロー、愛犬とヒ。ツタリ患の合っ

たプレーを見て目が覚める思いをしました。実際にフリスビーを投

げてみて、その楽しさと難しさにすっかり虜になってしまい、近所

のグランドで弁慶と向日葵を相手に草フリスビーの日々が始まりま

した。

そして今年の4月。知らない聞に嫁さんにエントリーされていて

参加した、地元和歌山での大会。この時に大会の楽しさを知り、そ

の後もちょこちょこと大会に出るようになって、なんとかユースの

和歌山代表としてファイナルに参加させて頂くことができました。

それだけでも信じ5れないような話なのに、自分の所属する和歌山

チームが優勝できたなんて夢のようでした。

こんな、 生の思い出に残るような経験ができたのも、「フリス

ピードッグ」の認知度がほとんど無かった和歌山でクラブ和歌山を

立ち上げ、フリスビーの楽しさを教えて下さったクラブ、長、そして

暖かくご指導下さったクラフ、長はじめスタ

ッフの方々のおかげです。

これからも和歌山勢の一員として、弁慶

と向日葵をパー トナ にがんばっていきた

いと思います。

クラブ和歌山、サイ ッ コ~~~~~ III

ユースオープンの部(個人戦)優勝
森川耕平&弁慶

咽 園田園

初めて参加したファイナル。会場の熱気と周りの高レベル芯出場

者の方々に圧倒されて1Rが始まる前から緊張でガチガチでした。

そして迎えた 1R目では、産まれて初めて「足が地に着かない」

という経験をした程の緊張で頭の中は真っ白。自分が何をしている

のかさえよく分かうないような状態でした。

でも、今日の弁慶は試合中にキョロキョ口と大会見学をする訳で

もなく、かわいい女の子に見とれる訳でもなく、抜群のフォローを

決めてくれました。

2R目では「結果は残せなくてもいい。せっかくここまで来たん

だから弁慶と一緒に楽しもうリと割り切り、いい感じの興奮状態

でプレーする事ができたと思います。

そして決勝R。まさか決勝まで、残れる芯んて夢にも思っていませ

回



んでしたが、今までにないくらい集中して僕の事を見つめてくれて

いる弁慶の気持ちに応えられるような結果を出したい !と思いまし

た。「弁畳、思いっきり走ってこいIIJ
今だに優勝できたなんて信じられませんが、ここまで連れてきて

くれた弁慶への感謝の気持ちでいっぱいです。弁慶、本当にありが

とう。 一生コンビ組んでいこうな !

最後になりましたが、いつも暖かく見守って下さっているクラブ‘

和歌山 ・関西本部の皆様、会場や各地で熱

い声援を下さった皆様、常l乙パックアップ

してくれる家族のみんな、

一番の応援者の嫁さん。本当に本当にあ

りがとうございました11

。ユースオープンの部(個人戦)(2003年11月1日)
順位 氏名 出身地 犬名 犬種 1フウンド 2フウンド 決勝フウンド
優勝 森川耕平 和歌山県 弁慶 ボーダーコリー 20 30 29 
準優勝 小井 正 大阪府 セベリアーノ ボーダーコリー 20 31 26 
3位 佐藤 茂 宮崎県 マロン ポーダ コリー 19 30 26 
4位 古谷和正 千葉県 工リカ フォンァイーヌ Aシ工}'¥-ド 30 28 14 
5位 斉藤 昇 山口県 さくら ボーダーコリー 31 24 16 
6位 本田 美樹 青森県 アッシュ フブフドール 31 17 21 
7位 淀川和馬 和歌山県 ユウ ボーダーコ リー 21 28 20 
8位 藍j幸隆治 東京都 ヨーゼフ Aシェパード 25 30 14 
9位 加藤昌宏 埼玉県 レス力 Aシェパー ド 28 19 16 
10位 小峰 泉 埼玉県 リン ボーダーコリー 30 24 12 
11位 福本義裕 茨城県 ミーヨン ボーダーコリー 27 18 
11位 田中勝則 兵庫県 運 ボーダーコリー 2ワ 18 
13位 山本 勝 静岡県 モネ ダルメシアン 30 14 
13位 安心院創一郎 岐阜県 ジュリア ボーダーコリー 29 15 
13位 井上弘之 東京都 DIZZY ボーダーコリー 25 19 
13位 寺裏歓人 大阪府 JOY フブフドール 21 23 
13位 谷口雄紀 福岡県 SAI ボーダーコリー 15 29 
18位 倉田 達郎 山口県 ガンジー ウ工ルシュコーギ 25 18 
19位 榊原 吉隆 愛知県 ウェンディ ボーダーコ リー 23 19 
20位 局橋秀樹 長野県 ピッ ト ボーダーゴ リー 19 22 
20位 小津陽子 静岡県 サフ ボーダーコリー 24 17 
20位 河村哲晴 熊本県 レネ フプフドール 17 24 
23位 田中信彦 奈良県 ウッディ ー フブフドール 16 24 
23位 荻野隆行 大阪府 ココ フブフドール 15 25 
23位 河村悦郎 新潟県 淀姫 フブフドール 16 24 
23位 千田聖治 岡山県 jレーナ ボーダーコ リー 20 20 
27位 今井 正男 .千葉県 マックス ボーダーコリー 19 20 
271.立 宮追裕一 京都府 トフツド ボーダーコリー 16 23 
27位 杉尾敬二 愛媛県 MEL ボーダーコリー 15 24 
30位 大麻洋之 神奈川県 ファア ウ工jレシュコーギ 16 22 
30位 篠原晴彦 新潟県 ピノ ボーダーコリー 31 ワ

32位 空野正志 兵庫県 マギー フブフドール 14 23 
32位 久保晋一 大阪府 みゆら ボーダーコ リー 24 13 
32位 小諸一男 新潟県 メグ ゴーjレデン 18 19 
32位 仲兼久 幸司 福岡県 ルイス ボーダーコリー 14 23 
32位 山田 芳樹 岐阜県 CrazyMax ボーダーコリー 19 18 
3ワ位 瀧浦塵郎 大阪府 リコ ボーダーコ リー 24 12 
37位 片岡裕貴 香川県 ゆーり ボーダーコ リー 18 18 
37位 丸島康裕 千葉県 JANIS フブフドーjレ 23 13 
37位 阪野錠一 愛知県 キトフ ボーダーコリー 17 19 
37位 島本圭悟 徳島県 Paul ボーダーコリー 19 1ワ
42位 大時 進 岐阜県 セシjレ ボーダーコリー 16 19 
42位 福本紗良 茨城県 フィーユ ボーダーコリー 24 11 
42位 大持幸一 愛知県 ウォレス ボーダーコリー 24 11 
45位 早津 隆 千葉県 サ工 ウ工jレシュコーギー 24 10 
45位 坪井一俊 岡山県 クロ ボーダーコリー 34 。
45位 千葉光敏 北海道 マジ、ソク ボーダーコリー 17 17 
45位 石井 修 千葉県 ナナ フブフドール 22 12 
49位 上田昌一 兵庫県 jレナ ジャックフツセル 15 18 
49位 本郷雅英 富山県 笑 柴犬 17 16 
49位 衣笠拡敬 兵庫県 キャンディー ストロングアイ 21 12 
52位 斉藤武志 新潟県 キフフ ボーダーコリー 10 22 
52位 小野晃弘 茨城県 しま ボーダーコリー 18 14 
52位 中傑克美 二重県 ハナ ボーダーコリー 21 11 
52位 正木成人 奈良県 さくら フフッ トコーナツド 21 11 
56位 大島敏正 愛知県 ぺル フブフドール 8 23 
56位 安心院真代 岐阜県 チャッピー ボーダーコリー 20 11 
56位 秋沢東白 神奈川県 チ口 ボーダーコリ ー 19 12 

国

合計ポイン卜
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順位 氏名 出身地 犬 名 犬種 1フウンド 2フウンド 決勝フウンド 合計ポイン 卜

56位 山六 靖孝 兵庫県 青E ボーダーコリー 16 15 31 

56位 大沢弘和 北海道 ホリ フブフドール 16 15 31 

56位 山崎 幸 局知県 サンダーポjレト桃花 ボーダーコ リー 10 21 31 
62位 増田 健 東京都 風子 Aシェ}'¥ー ド 25 5 30 
62位 大沢久枝 北海道 ジャック フブフドール 11 19 30 
62位 宮永小百合 長崎県 シェル ボーダーコ リー 20 10 30 
62位 富永和彦 奈良県 アンリ ESスパーエル 16 14 30 

621:立 稲葉有紀 滋賀県 ウインク ボーダーコリー 21 9 30 
62位 宮川| 裕子 鹿児島県 もね ウ工ルシュコーギー 14 16 30 
62位 中村和則 福岡県 ブルー ポーダコリー 13 17 30 
69位 八木逸郎 新潟県 チンクチェン卜 フブフ ドール 14 15 29 

69位 長浦重光 長崎県 ダイナマイ ト菊 ボーダーコリ 12 17 29 

69位 白石雅己 愛媛県 ショウ ボーダーコリ 13 16 29 

69位 間 禎永 福岡県 アッシュ ボーダーコ リ 21 8 29 

69位 山田ヒロ子 岐阜県 Can2 Aシェ}'¥ード 19 10 29 
69位 青木正章 二重県 ハッピーゴプリン ボーダーコリー 8 21 29 

69位 重広高正 大阪府 アッシュ ボーダーコリー 12 17 29 
69位 横山まゆみ 局知県 アクセjレ ボーダーコリー 12 17 29 
77位 小川 憲次 神奈川県 DAN ボーダーコリー 15 13 28 
77位 宮口 真理 北海道 アル力 ボーダーコリー 14 13 27 
77位 代田幸道 長野県 チャオ ボーダーコリー 6 21 27 
77位 深沢久夫 群馬県 工ディ ボーダーコ リー 14 13 27 
77位 松本 襲 青森県 /工jレ ポーダ コリ 19 8 27 
82位 諸問孝洋 広島県 JAM ウ工jレシュコーギ 20 6 26 
82位 馬淵和明 京都府 ルキ ボーダーコリー 16 10 26 
82位 藤原 親 奈良県 ハジメ ウ工jレシュコーギー 17 9 26 
82位 伊藤圭介 広島県 せな ウ工jレシュコーギー 18 8 26 
82位 中川 剛彦 広島県 菜々子 フブフドーjレ 8 18 26 
87位 水越 駿 東京都 せれ ボーダーコリー 21 4 25 
87位 楠本治義 広島県 レイチヱル フブフドーjレ 19 6 25 
87位 永田 亨 静岡県 RandyBass ボーダーコリー 7 18 25 

87位 北村 A見~、 京都府 可憐 NZハンタウェイ 13 12 25 

87位 吉野寿枝 熊本県 モーガス ウィ ペ、ソ卜 11 14 25 
87位 平岩砂也子 群馬県 スカリ ー ボーダーコリー 18 7 25 

93位 山本健一 長崎県 クフイム ボーダーコリー 19 5 24 
94位 富田和利 愛知県 花丸 ボーダーコリー 12 11 23 
94位 原 英雄 滋賀県 オペフ ボーダーコリー 12 11 23 
94位 益田 健 静岡県 アンジー ショコフ ボーダーコリ ー 11 12 23 
94位 喜多秀樹 岡山県 さくら ボーダーコリー 5 18 23 
94位 須藤 充 新潟県 モア ボーダーコリー 12 11 23 
99位 大井章弘 栃木県 コ一助 ウ工jレシュコーギー 17 5 22 
99位 上野平 ミユキ 佐賀県 フリー シェjレァイ 15 7 22 
101位 酉内 勲 広島県 ア一一 ゴーjレデン 5 16 21 
102位 富永吉信 静岡県 Moore アイリ ッシュセター 16 4 20 
102位 小林弘典 岡山県 ミル フブフドール 6 14 20 
102位 関 浩寿 埼玉県 小太郎 ウエルシュコーギー 15 5 20 
102位 野口 まどか 熊本県 ガス卜 フブフドール 8 12 20 
102位 上野平寛 佐貫県 レオン ボーダーコリー 11 9 20 

102位 安川 茂之 京都府 ジャスァィー フアフドール 14 6 20 

108位 福本聡子 茨城県 NOA ボーダーコリー 15 4 19 

108位 大西宏昭 奈良県 アンジュ フフットコーァツド 。 19 19 

108位 松尾直美 長崎県 GLAY ボーダーゴリー 11 8 19 

111位 友広祐也 北海道 リズ フブフドール 13 5 18 

112位 西j畢真美 徳島県 フォ ックス ウエルシュゴーギー 11 6 17 

113位 大西浩司 神奈川県 ひめ Aシェパー ド 16 。 16 

113位 河上徳次 福岡県 フジ子 日夕ーピュレン 。 16 16 

113位 半j幸保則 長崎県 アルァィミス フブ フブフドール 16 。 16 

113位 太田征樹 愛知県 まりも ダルメシアン 4 12 16 

113位 西j翠賢祐 徳島県 アイナ Bタービュレン 11 5 16 

118位 堤 英登 佐賀県 フツク ボーダーコリー 9 6 15 

118位 浜出 功 宮城県 チャイ Aシェパード 7 8 15 

118位 島本富生 徳島県 Paul ボーダーコリー 10 5 15 

118位 浅木仰一 神奈川県 パパゲーノ先生 ボーダーコリー 12 3 15 

122位 西川 正洋 京都府 工コル ー・ ゴールデン 6 6 12 

122位 高橋宏光 高知県 RON ボーダーコ リー 。 12 12 

122位 村本哲也 熊本県 フォーリング女スター ミックス 12 。 12 

125位 橋本 純 群馬県 クレア ボーダーコリー 8 3 11 

126位 西川順子 熊本県 チ口jレ フブフドール 10 。 10 

126位 半明知佳 香川県 アール ボーダーコリー 4 6 10 

128位 山崎祐輔 I奇知県 フガー ボーダーコリー 。 8 8 

1291:立 薮本 健 福井県 ピクシー ボーダーコ リー 7 。 ワ
129位 徳永 博子 I奇知県 SUN 電 ボーダーコリー 。 7 7 

園



氏名

畑中松雄

宮川浩一

長谷川幸一

福尾 舞

犬 名

アルファ

ココ

マリン

RUNA 

犬種

フラットコーテッド

ウ工ルシュコーギー

ボーダーコリー

ラブラドール

。ユースオープンの部(団体戦)(2003年11月1日)
順位 氏名 出身地 犬 名 犬種

優勝
淀川和馬

和歌山県
ユウ ボーダーコリー

森川耕平 弁慶 ボーダーコリー

準優勝
斉藤 昇

山口県
さくら ボーダーコ リー

倉田達郎 ガンジ ウ工ルシュコーギー

3位 佐藤 茂 宮崎県 マロン ボーダーコ リー

石川 修 ナナ フブフドール

古谷和正 エルカ フォンティーヌ Aシェパード

4{立 丸島康裕 千葉県 JANIS ラブラドール

今井正男 マックス ボーダーコリー
早津 隆 サ工 ウエルシュコーギー

寺裏歓人 JOY フブフドール
小井 正 セペリアーノ ボーダーコリー

5位 重広高正
大阪府

アッシュ ボーダーコリー

荻野隆行 ココ ラブラドール

久保晋一 みゆら ボーダーコリー

瀧浦慶郎 リコ ボーダーコリー

井上弘之 DIZZY ボーダーコリー

6位
藍j幸隆治

東京都
ヨーゼフ Aシェ}'¥-ド

水越 駿 せれ ボーダーコリ ー
増田 健 風子 Aシェ)'¥ード

ワ位
松本 毅

青森県
ノ工ル ボーダーコリー

本田美樹 アッシュ ラプラドーjレ
衣笠拡敬 キャンディー ス 卜ロングアイ

上田昌二 ルナ ジャ、ソクラッセル

8位 山六靖孝 兵庫県 瀧 ボーダーコリー
田中勝則 運 ボーダーコリー

空野正志 マギー ラブラドール

山田芳樹 CrazyMax ボーダーコリー

安心院創郎 ジュリア ボーダーコリー

9位 山田ヒロ子 岐阜県 Can2 ボーダーコリー

安心院真代 チャッピー ボーダーコリー

大時 進 セシjレ ボーダーコリー

10位
高橋秀樹

長野県
ピット ボーダーコリー

代田幸道 チャオ ボーダーコリー

10位 杉尾敬二
愛媛県

MEL ボーダーコリー

白石雅己 ショウ ボーダーコ リー

須藤 充 モア ボーダーコリー

篠原晴彦 ピノ ボーダーコリー

12位 河村悦郎
新潟県

)ÆP~ ラブラドール

小諸 一男 メグ ゴールデン

斉藤武志 キララ ボーダーコリー

八木逸郎 チンクチ工ン卜 ラブラドール

13位 本郷雅英 富山県 笑 柴犬

福本義裕 ミーヨン ボーダーコリー

14位
福本紗良

茨城県
フィ ーユ ボーダーコリー

小野晃弘 しま ボーダーコリー

福本聡子 NOA ボーダーコリー

長谷川幸 マリン ボーダーコリー

15位
加藤昌宏

埼玉県
レス力 Aシェパード

関浩 寿 小太郎 ウ工ルシュコーギー

小峰 泉 リン ボーダーコリー

谷口雄紀 SAI ボーダーコリー

仲兼久幸司 ルイス ボーダーコリー

16位 河上徳次 福岡県 フジ子 日夕ーピュレン

閏 禎永 アッシュ ボーダーコリー

中村和則 ブルー ボーダーコリ ー

小津陽子 サフ ボーダーコリー

永田 亨 RandyBass ボーダーコリー

17位 益田 j荷 静岡県 アンジー ショコラ ボーダーコリー

山本 勝 モネ ダルメシアン

富永吉信 Moore アイリ、ソシュセター

回

チーム平均合計ポイン 卜

49.5 

49 

49 

40.2 

39.5 

38.5 

3ワ.5

35.8 

35.2 

34 

34 

33.16 

33 

32.75 

31.5 

31.2 

30.6 



順位 氏名 出身地 犬 名 犬種 チーム平均合計ポイント

大埠幸一 ウォレス ボーダーコリー

太田征樹 まりも ダルメシアン

18位 榊原吉隆
愛知県

ウェンディ ボーダーコリー
5 

阪野錠一 キトラ ボーダーコリー

冨田和利 花丸 ボーダーコリー

大島 正 ぺjレ ラブラドール

正木 成人 さくら フフ ットコーァッド

富永 和彦 アンリ ESスパ二工ル

19位 藤原 親 奈良県 ハジメ ウ工jレシュコーギ 29.4 
田中信彦 ウッディー ラブラドール

大西宏昭 アンジュ フラ ットコーテッド

千葉光敏 マジック ボーダーコリー

大沢弘和 ホリー ラブラドール

20位 友広祐也 北海道 リズ ラブラドール 28 
大沢久枝 ジャック ラブラドール

宮口真理 アル力 ボーダーコリ ー

21位
稲葉有紀

滋賀県
ウインク ボーダーコリー 26.5 

原 英雄 オペラ ボーダーコリー

浅木仰一 パパゲーノ先生 ボーダーコリ ー

小川憲次 DAN ボーダーコリ ー
22位 秋沢東白 神奈川県 チロ ボーダーコリー 25.6 

大麻洋之 ファア ウエルシュコーギー

大西浩司 ひめ Aシェパー ド

西内 勲 ア一一 ゴールデン

中川剛彦 菜々子 ラブラドール

23位 伊藤圭介 広島県 せな ウ工ルシュコーギー 24.8 
楠本 .治義 レイチェル ラブラドール

諸岡孝洋 JAM ウ工ルシュコーギー

安川茂之 ジャスァィー フブフドル

北村
見Aム~ 可憐 NZハンタウェイ

24位 馬淵和明 京都府 jレキ ボーダーコリー 24.4 
宮迫裕二 トラッド ボーダーコリー

西川正洋 工コル ゴ jレデン

千田聖治 jレナ ボーダーコリ ー

喜多秀樹 さくら ボーダーコ リー
25位 福尾 舞 岡山県 RUNA ラブラドール 24 

坪井一俊 クロ ボーダーコリー

小林弘典 ミjレ ラブラドル

山本健一 クフイム ボーダーコリー

松尾直美 GLAY ボーダーコリー

261.立 宮永 小百合 長崎県 シェjレ ボーダーコリー 23.6 
半j幸保則 アルティミス ・ラプ ラブラドール

長浦重光 ダイナマイト菊 ボーダーコリー

27位
半明知佳

香川県
ア jレ ボーダーコリ ー

23 
片岡裕貴 ゆーリ ボーダーコリー
中陳克美 ハナ ボーダーコリー

28位 青木正章 三重県 ハッピー ゴプリン ボーダーコリ ー 22.33 
畑中松雄 アルファ フラ ットコーデツド

291立 大井章弘 栃木県 コ一助 ウ工ルシュコーギ 22 
河村哲晴 レネ フブフドール

吉野寿枝 モーガス ウィ ペット

30位 西川順子 熊本県 チロル ラブラド jレ 21.6 
野口 まどか ガス卜 ラブラドーjレ

村本哲也 フォーリング大スター ミックス

島本富生 Paul ボーダーコ リー

31位
西j翠賢 祐

徳島県
ティナ Bタービュレン

21 
島本圭悟 Paul ボーダーコリー

西j幸真美 フォックス ウ工ルシュコーギー

平岩砂也子 ス力リー ボーダーコリー

31位 橋本 純 群馬県 クレア ボーダーコリ 21 
深沢久夫 エディ ボーダーコリー

上野平ミユキ フリー シェルァイ

33位 上野平寛 佐賀県 レオン ボーダーコリー 19 
堤 英登 ラック ボーダーコリー

34位
宮川裕子

鹿児島県
もね ウ工ルシュコーギ

18 
宮川| 浩一 ココ ウ工ルシュコーギー
山崎 幸 サンダーボルト桃花 ボーダーコリー

横山まゆみ アクセル ボーダーコリー

35位 山崎祐輔 高知県 ラガー ボーダーコリー 17.4 
徳永博子 SUN ボーダコリー
高橋宏光 RON ボーダーコリー

36位 浜出 功 宮城県 チャイ Aシェパー ド 15 
371.立 薮本 健 福井県 ピクシー ボーダーコリー ワ

国



.小型犬の部 (2003年11月1日)
順位 氏名 出身地 犬 名 犬種 1フウンド 2フウンド 決勝フウンド 合計ポイント

優勝 梅田良平 大阪府 コ一一 ウエルシュコーギ 34 24 34 92 
準優勝 木村 宏 東京都 マル ウ工ルシュコーギー 26 26 30 82 
3位 後藤公彦 埼玉県 麿 ウ工ルシュコーギー 32 28 14 74 
4イ立 福原芳郎 兵庫県 句:::::、、句:::::、、 ジャックフツセル 25 23 48 
5位 大麻洋之 神奈川県 ファア ウ土jレシュコーギー 30 17 4ワ

6i立 緒賀友繁 大阪府 ワンダー ピーグル 18 28 46 
7i立 岡 祐司 千葉県 ダイゴロウ ウエルシュコーギー 30 14 44 
8位 吉岡達浩 岡山県 ダージリン ウエルシュコーギー 24 18 42 
9位 牧浦嵩史 京都府 カロン ウエルシュコ ギー 17 24 41 
10位 宮川浩一 鹿児島県 もね ウエルシュコ ギー 16 24 40 
10位 関 浩寿 埼玉県 小太郎 ウ工ルシュコーギー 31 9 40 
12位 倉田達郎 山口県 ガンジ ウ工ルシュコーギー 14 24 38 
12位 石崎泰範 埼玉県 マイ口 ジャ、ソクフツセjレ 25 13 38 
14位 中尾園枝 北海道 胡桃 ウ工ルシュコーギー 12 22 34 
14位 古東優子 大阪府 ギィ スポ卜 ウ工jレシュコーギー 12 22 34 
16位 畔出裕隆 東京都 ブフイアン ジャックフツセル 8 22 30 
1ワ位 伊藤圭介 広島県 せな ウ工jレシュコーギー 8 21 29 
1ワ位 藤原 親 奈良県 ハジメ ウ工ルシュコーギー 16 13 29 
19位 神田陽一 新潟県 睦月 ウ土ルシュコーギー 6 22 28 
20位 溝尾雅広 広島県 工リス ウ工ルシュコーギー 18 9 27 
21位 郷津 潤 大阪府 佐助 ウ工ルシュコーギー 8 17 25 
22位 将日 諭 広島県 ーツ卜 ウエルシュコーギー 15 8 23 
22位 志茂野千香 子 静岡県 マル ウエルシュコーギー 18 5 23 
24位 橋田泰伸 岐阜県 はな ウエルシュコーギー 6 。 6 

。シニアドック‘の部 (2003年11月1日)
順位 氏名 出身地 犬名 犬種 1フウンド 2フウンド 決勝フウンド 合計ポイント

優勝 原 英雄 滋賀県 ピアス フブフドール 30 21 24 75 
準優勝 井上弘之 東京都 DIZZY ボーダーコリー 31 28 14 73 
3位 石田 牧彦 栃木県 サフ ボーダーコリー 26 28 11 65 
4位 大島康雄 埼玉県 アル ミックス 26 14 40 
5位 志茂 野 千 香子 静岡県 マル ウ工jレシュコーギー 12 21 33 
6位 谷端賢一 兵庫県 アルフ フプフドール 15 7 22 
ワ{立 八木逸郎 新潟県 リスキー フブフドール 8 10 18 

8i立 浜出 功 宮城県 )'¥ーフ ゴールデン 5 10 15 

。ベアの部 (2003年11月1日)
順位 氏名 出身地 犬名 犬種 1フウンド 2フウンド 決勝フウンド 合計ポイント

優勝
杉山 美里

北海道 音々 ボーダーコリー 39 38 39 116 
新倉謙吾

準優勝
藤田由紀

北海道 フン ボーダーコリー 37 36 21 94 
飛弾野文泰

3位
水越里絵

東京都 せれ ボーダーコ リー 37 25 25 87 
水越 徹

4位
稲葉有紀

滋賀県 ウインク ボーダーコリー 30 31 61 
稲葉秀昭

5位
吉田恵子

愛知県 花梨 ボーダーコリー 30 25 55 
沢井利依

6位
松津 典子

兵庫県 グレイス ファラオハウンド 23 31 54 
川崎福子

ワ位
米谷好江

大阪府 ライア ボーダーコリー 24 30 54 
米谷克一

8位
中尾園枝

北海道 蝦夷羽流 ボーダーコリー 30 22 52 
宮口真理

9位
佐々木美香

岩手県 チェック ボーダーコリー 13 3ワ 50 
佐々木義貴

10位
小川千恵

神奈川県 DAN ボーダーコリー 22 27 49 
小川憲次

11位
福尾恵美

岡山県 RUN2 ボーダーコ リー 16 32 48 
福尾光一

12位
田口佳奈

岡山県 LOVE ボーダーコリー 1ワ 14 31 
田口 久善

園



レディースチャンピオンシップ

A.W.I World Championships 

.フリーフライト部門
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-ディスタンス部門

オープンクラス

レディースクラス

第10回ジャパンファイナル記念トーナメン卜大会

レディースチャンピオンシッブ

2位大沢久枝 1位田口佳奈 3位横山まゆみ

&サム &SENNA &ナミ

4位稲葉有紀 5位吉田恵子

&ウインク &花梨

企全国からノミネー卜された、レデイーストップチーム39チームで争われた、レ

ディースチャンピオンシップ。女性の熱い戦いが繰り広げられました。ランキング

トップでノミネー卜を受けたのは、女性初の100ポイント越えの日本記録を持つ、

田口佳奈&SENNAチーム。それを追随するか後半戦に伸ばしてきた、北は北海道

の、大沢久枝&サムチーム。決勝ラウンドでは、予想通りこの2チームが入ってき

ました。結果、優勝ポイン卜は、 100ポイン卜に迫る勢いを見せた、田口佳奈&

SENNAチーム。 95ポイントでの堂々の優勝を果たしました。

F司 闇

企AshleyWippet Invitational Canine Frisbeedisc World Championships in 

Japan. (A.W.I)注目の人といえば、 2003年AshleyWippet Invitational 

Canine Frisbeedisc World Championships.で優勝をし、栄誉あるランダー力

ツブを手中に収め、世界チャンピオンとして、今大会のために来日をした、ボブ・

工パンス氏と愛犬二ック。

‘マE-
LKIIIIBI!園田孟函温E型盟・

A.W.Iフリーフライト部門

2位早川利幸 1位BobEvans3位飛弾野文泰

E量
園

佐官哩寸
A.W.Iディスタンス部門オーブンクラス

2位飛弾野文泰 1位新倉謙吾 3位BobEvans

&ラン &音々 &Nick 

4位閏禎永 5位川瀬重治

&グラス &マリ

-屯‘lilU!Il河A

高さのある見事な演技を、

ととYahoo!日Bスタジアムで

も披露してくれました。特に

180度の宙返りを見事に決

&BEET &Nick &紋次郎

4位城本英巳 5位森田薫

&パンチ &マリ

めながらの、バタフライフリップは、世界一の完成度を誇ります。

第2ラウンドディスタンスでも、確実にポイントを重ね、日本の

代表選手をおさえ、見事優勝。世界の実力を見せつけました。

また、A.W.Iディスタンス部門でも、確実なロングスローを決め、

94ポイ'ン卜で第3位入賞を果たしました。 A.W.Iディスタンス部

門優勝は、日本記録を保持する新倉謙吾が音々とのチームで106

ポイン卜で優勝。

11 
司.

a・0‘ 
￥ . .  
l 毘 i:l 

lII.m.IId.:."! 
lalltlU、，.，

A.W.I予、ィスタンス部門レディースクラス

2位片岡干賀子 1位田口佳奈 3位稲葉有紀

第10回記念トーナメント

2位丸島康裕 1位今村英喜 3位荻野隆行

&ゆ一り &LOVE &ウインク &JENNIFER & WEED &ココ

国
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レディースチャンヒ。オンシッブ優勝
目口佳奈&SENNA

昨年に続いてのレディースチャンピオンシッブ。
ゴ

ドキ ドキしている中、続々と高ポイン卜が出てきて、いろん芯不

安でしかたありませんでした。

そんな中、私とSENNAの順番がきました。

第一投目、右に反れた少し低いスローをSENNAがナイスキャッチ

してくれたおかげで、二投目から順調にスローすることが出来ました。

2R、決勝共に大きなミスもすること無く、 ジャパンファイナル

の大舞台で94ポイン卜という高ポイン卜が出せました。

2年連続で優勝することが出来て、とても嬉しかったです。

ウィ一二ングランの後、沢山の人たちに「おめでとうjと言われ

て、思わず泣いてしまいました。

今年は沢山の人たちに助けられました。

でも、やっぱりSENNAが一番助けてく

れました。

ほんとうに「ありがとう」の気持ちでい
っぱいで、す。

来シーズンも、 SENNAと力を合わせて、

仲良しコンビでガンバルるぞ |

A・w・1ディスタンス部門オープンクラス優勝
新倉 謙吾&音々

前日ペアの部優勝という事もあり、勢いはあった。「音々Ji希々J
2頭でのエントリー、2頭とも今年は本当に良く頑張ってくれた。

1 R、先に希々とフィールドに立つ。ReadyGo!! ---体が固い。

イメージが沸かない。いつものスローでじゃない。やはり緊張してい

た。それでも懸命に走る希々には済まな

い事をした。

そして、このままじゃいけない事を

希々に学んだ。それを何とか音々に生か

す事ができ、 1投ミスはあ ったものの

31P、2Rは攻めていく。

希々とは名誉ばんかいの34P、音々とは初の40P、惜しくも

希々は8位に終わったが良くやってくれた。音々は攻めの40Pで2

位で決勝Rへ・・・。

いよいよ決勝R、いつにも増しての大声援、心地よい緊張感。あ

っという聞の1分間、会心のスロー、最高の走り、そして納得の

35P、Total106P、悔いはない、やるだけやった、後は待つだけ。

結果優勝することができた。本当に嬉しかった。音々、希々、応

援してくれた皆、 一緒にプレーした選手達全てに感謝し、またこの

ような舞台に立てる事を夢見て -。

ありがとうございました。

A・w・1ディスタンス部門レディースクラス優勝
目口佳奈&LOVE 

LOVEとコンビを組んでから、もう4年が経ちました。

佳奈のへナチョ コスローをいつもいつもナイスキャ ッチしてくれ

ていました。

そん芯LOVEと初のA・W-Iディスタンス部門レディースクラス。

LOVEは今回とても頑張ってくれました。2Rに

場外スローもしたけど、 LOVEのおかげで優勝

することが出来ました。

LOVEのおかげでこんなに夢中になれる事を

見つけうれて、とても嬉しく思っています。

LOVE、来シーズンもヨロシクね |

。レディースチャンピオンシップ (2003年11月2日)
順位 氏名 出塁山地 犬名 犬種 1フウンド 2フウンド 決勝フウンド 合計ポイント

優率3覆位藤勝
田口佳奈 SENNA ボーダーコリー 32 35 27 94 

横稲大山葉沢 久枝
北岡海県道

サム ボーダーコリー 32 28 29 89 
まゆみ -局知県 ナミ ボーダーコリー 28 30 26 84 

45 隼位 吉田 宣恵紀子
滋賀県 ウインク ボーダーコリー 23 26 17 66 (17) 
愛知県 花梨 ボーダーコリー 23 30 13 66 (13) 

6位 田口佳奈 岡山県 LOVE ボーダーコリー 28 30 58 
7位 福本 紗良百 茨城県 フツキー ボーダーコリー 23 24 47 
7位 秋福沢 東 神奈川県 チ口 ボーダーコリー 21 26 47 
9位 尾美穂 岡山県 RUNA フブフドール 23 22 45 

10 位位 間 美教加 福岡県 グフス ボーダーコリー 28 16 44 
10 安田 子 神奈川県 ガーフィー ボーダーコリ ー 16 28 44 

10 位位位
北海道 ホリー フプフドール 16 28 44 

13 千葉県 YU-NO フブフドール 13 30 43 
13 

主監言海道
フイフ NZハンタウェイ 27 16 43 

13位 阜県 ジュリア ボーダーコ リー 26 17 43 
16位 森県 アッシュ フブフドール 26 14 40 
17位

東固京塁都
ーオ口 ボーダーコリ ー 13 25 38 

17位 jレーガー ボーダーコ リー 1ワ 21 38 
17位 福岡県 SAI ボーダーコリー 12 26 38 
17位 長崎県 NOVA ボーダーコリー 13 25 38 
21位 東東京都 アロ~ハP ボーダーコリー 15 22 37 

22 位置 ゆふ ボーダーコリー 28 8 36 
23 ず呈 北藷京都蓮 芽衣 フプフドル 3 32 35 

23E E E E 位

北海道 ミキちゃん フブフドール 23 12 35 
23 美智子子

大間阪府 コー一 ウエルシュコーギー 21 14 35 
26 千翼子 ゆ-り ボーダーコリー 20 14 34 
26 大谷靖枝 香東京都県 いであ ボーダーコリー 20 14 34 
26 瀧浦容子 大阪府 リコ ボーダーコリー 12 22 34 
29 

永原田 坦昌蓋蓋穂
BelndyBass ボーダーコリー 14 18 32 

29位 パトフ ボーダーコリー 16 16 32 
31位

福尾 蓋旦由
RUN2 ボーダーコリー 17 13 30 

31位
松太j田宰 圭紀 グレイス フアフオハウンド 14 16 30 

33位
愛大知阪府県

まりも ダヲヲルメシアン 15 14 29 
34位 小西和夏 パーアイーナイン フドーjレ 11 1ワ 28 
35位

長項豆芋谷すE川a政代
埼玉県 マリン ボーダーコリー 14 13 27 

36位 利依 愛知城県 ジャスァイー ボーダーコリー 11 15 26 
3ワ位 久実 茨県 チョ ッパー ボーダーコ リー 16 9 25 

38 位位 田鯵空坂伊由都美子
茨城県 ペル ボーダーコリー 6 18 24 

39 大阪府 メロディー ボーダーコリー 10 11 21 

掴



。A・w・lフリーフライト部門 (2003年11月2日)

静
氏名

出米皇国些 犬 名 犬種 1フウンド 2フウンド 決勝フウンド 合計ポイン 卜
80b Evance NICK Aシェパー ド 3'7.0 15.0 36.0 88.0 

旦丞城盟i本L壁 利去英幸巳墨
千北葉海県道

8EAT ボーダーコ リー 35.0 15.0 33.0 83.0 
紋次郎 ボーダーコ リー 33.5 12.5 33.5 '79.5 

4位 北海道 パンチ ミックス 31.5 14.5 30.0 '76.0 

EEZBE E E 位

森田 薫 神奈川県 マリ Gシェパード 34.0 9.5 32.0 '75.5 
加藤昌宏 埼玉県 レスカ Aシェ)'¥，ード 32.0 10.0 33.0 '75.0 

石田 博憲英司 神千奈葉川県県
レックス ボーダーコリー 29.5 12.5 30.0 '72.0 
Core ボーダーコリ ー 33.0 8.5 41.5 

9位 室皇倉生畳科皇一純子 長野県 リん ボーダーコリ ー 33.0 8.0 41.0 
政文 長野県 アイナ Aシェパー ド 31.5 9.0 40.5 

11 ffi尾至
豆神奈喧川皇県

GLAY ボーダーコリー 31.5 8.5 40.0 
11 川憲次 DAN ボーダーコリー 33.0 '7.0 40.0 
11 橘村 達也 埼玉県 FENDI ミックス 33.0 '7.0 40.0 
14 上行弘 千葉県 Kellv ボーダーコリー 35.0 4.5 39.5 
15位 加藤昌宏 埼玉県 ジ工イ ウ工jレシュコーギー 29.5 8.5 38.0 
15位 原 淳一

千兵庫葉県県
Fine ボーダーコリー 34.5 3.5 38.0 

1'7位 吉田 生一 サスケ ボーダーコリ ー 31.0 6.5 3'7.5 
1'7位 石田 豊利英 千葉県 蘭蘭 ボーダーコリー 32.0 5.5 3'7.5 
1'7位 横田 丸 東京都 こなつ ボーダーコリー 33.5 4.0 3'7.5 
20位 黒田昌克 兵庫県 シャオロン ボーダーコリ ー 29.0 8.0 3ワO

21 隼笠壁世
|くimJonq Nan 

豊兵庫旦県
ウォjレ ボーダーコリー 30.0 5.0 35.0 

22 南 当IC日=コ一一 ロッキ ボーダーコリー 28.0 6.5 34.5 
23 田井ひかる 兵庫県 TANKO フフッ トコーァツド 31.5 2.5 34.0 
24 石田 富美江 千葉県 フフイ ボーダーコリー 28.0 3.0 31.0 
25位 中尾朋子 大阪府 アル Gシェパー ド 2ワ.0 3.0 30.0 

+A・w・lディスタンス部門オープンクラス (2003年11月2日)
順位

新E倉 名謙吾 出北身地 犬名 犬種 1フウンド 2フウンド 決勝フウンド 合計ポイン卜

優翠優勝勝
海道 音々 ボーダーコリ ー 31 40 35 106 

飛80弾b野E 文泰 北米準国遵 フン ボーダーコリ ー 36 40 24 100 

主筆主
vance NICK Aシェパード 32 32 30 94 

閏 禎永 福岡県 ザフヌ ボーダーコリー 30 35 28 93 
河瀬重治 富山県 フン フブフドール 31 31 16 ワ8 (31) 
水越 徹 東旦庫都 せれ ボーダーコリー 32 30 16 ワ8 (30) 

7位
新回送倉II重謙量吾

兵県 Sophia ボーダーコリー 29 33 15 n 
8位 北海道

希ら々京支
ボーダーコリー 23 3'7 60 

9位 一柳 浩 佐賀県 フブフドール 2'7 30 5'7 
10位 亙田裕輔 奈良県 リフ フブフドール 36 20 56 

iz 
寺貫 東京都 LEE ボーダーコリー 26 30 56 

吉田耕一
兵兵京都庫庫府県県

こはる ボーダーコ リー 2'7 28 55 

衣巴j笠.~~ 拡義博敬郎
|くnight Aシヱバー ド 2'7 28 55 
キャンディ ー ストロングアイ 26 28 54 

杉杢藤 繁 北海碕道 グレース ボーダーコ リー 21 32 53 
佐 茂 宮県 銀香 ボーダーコリー 21 31 52 

16位 西山哲也 兵庫県 CIEL ボーダーコリー 2'7 25 52 
18位 青柳本 洋平 北海道 スヌーピー ボーダーコリー 1'7 31 48 
18位 一 欽麓

E霊
Raystar . Hose ボーダーコリー 2'7 21 48 

18位 上田 昌 ルナ ジャックフツセjレ 24 24 48 
21位 大谷光浩 いであ ボーダーコリー 23 24 4'7 

21EE E 位Z 
友田雅美 フム フブフドール 22 25 4'7 

23 大沢弘和 サム ボーダーコリー 22 24 46 
23 青柳洋平 北海道 フイフ NZハンタウェイ 21 25 46 
25 藤井 勝明 富山県 Spoon ボーダーコ リー 23 22 45 
26位 大沢弘和 北海道 ホリ ー フプフドール 2'7 16 43 
2'7位 宮迫裕 京都夏府 アイビー ボーダーコリー 19 23 42 
2'7位 正木成人 奈県 さくら フフットコーァツド 20 22 42 
2'7位 空榊奈 祐次 愛知県 ハックル ボーダーコリ ー 21 21 42 
30位 原 吉陸 愛知県 8eth' March ボーダーコリー 28 12 40 
30位 小寺 賢 東京都 LAH! ボーダーコリー 26 14 40 
30位 設楽善弥 北海道 ケ ボーダーコリー 1'7 23 40 

33 霊位笠世
友広祐也 北海道 ムーン ボーダーコリー 26 13 39 

33 竜門道明
塁三塵重塁県

チーズ ボーダーコリー 12 2'7 39 
35 仲林謙治 ロプロス ドーベルマン 21 15 36 
36 藤田 由紀 北海道 工jレモ ボーダーコリー 13 22 35 

36 位位 富永和彦 奈良県 アンリ ESスパ 工jレ 18 1'7 35 
38 増田 健

重兵豆庫都県
虎之助 Aシェパード 16 18 34 

38位 山杢山 孝治 ナナ ウィ ペット 22 12 34 
40位 西 哲也 兵庫県 WING フブフドール 2'7 6 33 
41位 河野賢一 愛知県 サンデー ボーダーコリ ー 18 13 31 
42位 増田 健

東兵京麗都票 風レ子ディー
Aシェ}'¥，ード 14 11 25 

43位 渡辺 敬 ダルメシアン 11 13 24 
44位 |くimJon♀佳且奈ヨn 韓国 ウォjレ ボーダーコリー 6 1'7 23 
45位 田口

聾
SENNA ボーダーコリー 22 22 

46位 直江 薫 わん ダルメシアン 11 11 22 
4'7位 大山竜太郎 リンク アイリ 、ソシュセタ 6 14 20 

48 位置位
大谷光浩 MINX ボーダーコリー 13 6 19 

49 河上徳次 福岡県 ユリア Bターピュレン 12 6 18 
50 榎硲博昭

大京兵庫都阪府府県
キュァイー APブjレァ 1)ア 。 16 16 

51位 田村健次 crazv ( APブjレアリア 8 8 16 

比三主L 木原寛隆 リッシュ Aシェパー ド 7 。 7 

国



。A・w・lディスタンス部門レディースクラス (2003年11月2日)
順位 氏名 出身地 犬 名 犬種 1フウンド 2フウンド 決勝フウンド 合計ポイント
優勝 田口 佳奈 岡山県 LOVE ボーダーコ リー 22 26 24 72 
準優勝 片岡 千賀子 香川県 ゆ一り ボーダーコ リー 18 25 23 66 
3位 稲葉 有紀 滋賀県 ウインク ボーダーコリ ー 19 21 23 63 
4位 松j撃典子 兵庫県 グレイス フアフオハウン ド 18 20 38 
5位 太田由紀 愛知県 まりも ダルメシアン 14 16 30 
6位 山田ヒロ子 岐阜県 CrazyMax ボーダーコリー 11 13 24 
ワ位 大谷 靖枝 東5?-.都 ちっぷ ボーダーコリー 16 4 20 
8位 竜門幸枝 兵庫県 ブレッド ス卜ロングアイ 4 7 11 

盟
一滴一
一問

-t:'~ヨ~=I三園・砂

WEED 
JENNIFER 

ココ

72チーム参加
決勝戦ポイント

42 
32 
15 

2003年度表彰式典
ウェルカムパーティー

ファイナル2日目の夜、 Yahoo! BBスタジアム 4階スカイレストランにて
150名を超える選手と家族の皆さまにより表彰式典・ウェル力ムパーティーが盛
大に開催されました。表彰式では1年に渡る競技会で結果を出した人や特別賞の
授与でおおいに盛り上がり、パーティーでは泣いたり、笑ったりした思い出を語
り合いながら、料理やお酒を楽しみました。スタジアム内とは一転、和やかなム
ードで始まりまった表彰式典。パーティーでは飲みすぎた方もいるのでは?!

8年連続 1グランドチャンピオンシップ出場

左〉須藤充さん右〉団野悦郎さん

2003年度シリーズ選手権ベス ト10

フリーフライト年間チャンピオン

安田信二さん

ペアの部年間チャンピオン
新倉謙吾さん、杉山美里さん

北海道チーム

5年連続!グランドチャンピオンシッブ出場
左より>11中林謙治さん、加藤輿ーさん

= 中〉 三本欽麗さん
右より〉 石田牧彦さん、小林正弘さん

1ゲーム100ポイントオーJ¥ー賞
左より〉 小林正弘さん、野呂瀬郁夫さん

中>1ゲーム最高ポイント取得者、新倉謙吾さん
右より〉 田口佳奈さん、三本欽麗さん

自動車部門、遠征大賞

大谷光浩さん、大谷清枝さん

年間シリーズランキングチャンピオン

井上弘之さん

2003年度のMIP 堀口勉さん

2年連続 l飛行機部門、遠征大賞

大沢弘和さん、大沢久枝さん

固

2003年度シリーズ選手権優勝者

JFA初 !1ラウンド10ポイン卜x4
三本欽麗さん

小型犬の部年間チャンピオン

悔由良平さん



グランドチャンピオジシップ

フリーフライトチャンピオンシップ

ロングディスタンスチャンピオンシップ

.男子の部

・女子の部

A・W. I World Championships 
.ロンク.デ.ィスタンス部門

AJAPAN FINAL2003メインイベン卜、グランドチャンピオンシッブがいよいよ

始まりました。 2003年度年間ポイントランキングベスト50位に入った53チーム。

そして、敗者復活から勝ち上がってきた18チームを含め、総勢71チームでの日本

最高峰グランドチャンピオンシッブの大舞台の幕が開かれました。

グランドチャンピオンシップが行われたメインコートの周りは、たくさんのギャ

ラリーが取り囲み、各チームが放つ-投-投に歓声が起こりました。第1ラウンド

から30ポイジ卜を超える八イスコアの試合展開。 2ランドを終了し、決勝進出ポイ

ントはなんと61ポイン卜という高ポイン卜となりました。

決勝ラウンドに進んだのは、北海道2チーム(飛弾野文泰&ラン/新倉謙吾&

音々)、関東2チーム(三本欽麗&Kaiser'Hose/山口裕二&さく 5)、関西lチ

ーム(加部真巳&Mai)、九州、12チーム(今村英喜&WEEO/木村均&グラーチア)。

いずれも今シーズン、激しいランキング争いをしてきたアチーム。日本一を決める

にふさわしい、北から南までの選手が揃つての決勝ラウンドとなりました。

窃a窃P側叩UJAPAN F円1刷NAL
2003i目KOBE

いよいよ日本一を決めるグランドチャンピオンシッブファイナルラウンド、予選

第1位から7位までのポイント差は僅かに3ポイン卜という波乱を思わせる決勝ラウ

ンドを迎えました。予選7位新倉謙吾&音々チームが初っ端か537ポイン卜をマー

ク、それに続くチームも20ポイン卜後半をマークするも一歩及ばす。そこで予選4

位今村英喜&WEEOチームが、完壁な60秒間の試合展開を見せ、なんと40ポイン

グランドチャンピオンシッブ

2位新倉謙吉 1位今村英喜 3位加部真巳

&音々 &WEED &Mai 

卜をマークしました。予選ベスト3のチームは、 40ポイン卜以上を出さなければ優

勝できない状況に追いやられ、予選2位加部真巳&Maiチームが34ポイン卜を出す

も及ぱす、 2003年グランドチャンピオンは、史上初のウィペットでの優勝。今村

英喜&WEEOチームが、フりスピードッグの創始者、ウィペットでフリスピードッ

グスポーツをこの世に出し、生みの親であるアレックス・シュタイン氏の目の前で

103ポイン卜を出し見事優勝を飾りました。また、 2位が98ポイントで2チーム

同ポイン卜となり優勝決定のあとに2位決定戦が行われ、新倉謙吉&音々チームが

32ポイン卜、加部真巳&Maiチームが31ポイン卜で、僅かに1ポイン卜差を持っ

て2位が決定しました。

グランドチャンピオンシッブ

4位山口裕二&さくら 5位三本欽麗&Kaiser'Hose 
6位飛弾野文泰&ラン 7位木村均&グラーチア

園



企フリーフライトチャンピオンシップノミネートチームは26チーム。フリスピー

ドッグの華となるフリーフライトは、 Yahoo!BBスタジアムに集まった多くの観客

を魅了し、歓声を受け、世界にも通用する技の数々を各チームが披露していました。

フリーフライトの採点基準は4項目。技の難易度・完成度・犬の飛び跳ね -ショー

マンシップ。乙の項目のバランスの取れた八イスコアを出したチームが勝利を手中

にします。そして、日本一に輝いたのは、 AshleyWippet Invitational Canine 

Frisbeedisc World Championships. 

2003で3位に輝いた、世界の早川利幸&BEETチームが優勝を飾りました。

フりーフライトチャンピオンシッブ

2位多々 良憲司 1位早川利幸 3位林康男

A目W.I口ンク、テ、ィスタンスの部

2位一柳浩一 1位杉尾祐児 3位大山竜太郎

&Core &BEAT &愛鈴 &SJ3i菜 &テル &リンク
4位高坂健一 5位中尾園枝

&Mousse &楓乙

:-:11軍亙lllJ

ロンク、テ、ィスタンスチャンピオンシッブ

男子の部

ロンク、テ、ィスタンスチャンピオンシッブ

女子の部

3位城本英巳 1位今村英喜 2位杉本繁郎 2位横山まゆみ 1位松尾史恵 3位半明知佳

&果梨 &WEED &ミキちゃん &ナミ &ベル &アール

A.W.12003世界チャンピオン
Bob Evans&NICK 

Ashley Wippet白 InvitationalCanine 

Frisbeedisc World Championships in Japan. 

(A.W.I)注目の人といえば、 BobEvans(ボブ・

工パンス氏)ジャパンファイナル3日目、ナイタ

ー照明の中アメリ力からの招待選手BobEvans

氏&愛犬NICKによるフリスピードッグのデモン

ストレーションを通じた交流がありました。最初

はジョークを交えたデモンストレーション、次に

見学者を巻き込んでのフリスビーの投げ方講習。

最後に見学者によるスローイングをNICKが見事

なフィリップ(ジャンプキャッチ)を決め、競技

会最終日の緊張した雰囲気の中、ここにはフレン

ドリーで楽しい時聞が流れ、来日した人たちはも

ちろん、見学者・スタッフも皆笑顔で見守ってい

ました。

固
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J)@[Wel[fi)@@ W~[W[W@~ ~[f@拘置
今村英喜 グランドチャンピオンシップ優勝

& ロンダディスタンスチャンピオンシップ(男子の部)優勝
WEED 第10回記念トーナメント大会優勝

初めに年間を通しJFAスタッフ、クラブ員の方々には大変お世話

になり、ご尽力頂いた事を感謝すると共にお礼申し上げます。

又、この2003年ジャパンファイナル10周年では、総決算にふさ

わしい会場、シチュ工ーションを与えて下さり本当にありがとうご

ざいます。

今回私は、グランドチャンピオンシッブとロングテ、ィスタンスチャ

ンピオンシッブの両部門において、優勝という栄奮を手にしました。

この成果に一番驚いているのは、何を隠そう私自身であります。各

地区の大会ですら優勝を手にするのは容易ではありませんでした。

それが年に一度のジャパンファイナルで2冠という思つでもない大

きな成果を上げることができ、しばらくは実感できずにいました。

思えば昨年のジャパンファイナルではロングディスタンスに出場

しましたが記録を残すことすらできず、他の選手達の活躍を羨んで

いました。

当初2003年ジャパンファイナルへは、ロングディスタンスの出

場を一番に考えておりショートディスタンスは諦めていました。そ

れはWEEDの集中力が持続せす、理想的なゲーム展開ができなかっ

たからです。しかし、後半戦に芯ってWEEDの動きに安定性が出て

きたのです。その結果、私自身もスローに集中することができるよ

うになりました。

伺がWEEDを変えていったのか思いつく点はこれといってありま

せんが、常に創意工夫と向上心を持ち続けていたことは確かでした。

この大舞台においてなぜあの様芯プレーができたのかは分かりま

せん。ただ2003年を通し、あれ程気持ち良くプレーできた記憶は

ありません。

念願のグラチャンに出場できただけで、この場でプレーできるだ

けで、嬉しくとても心地よい感寛で、した。勝負にこだわることなく、

WEEDといつものプレーを楽しむことが結果に繋がったような気が

します。そして何より私とWEEDIこ力強い声援を送って下さった

方々の支えがあったからだと思います。

今大会の勝利はジャパンファイナルではありますが、一つの公式

戦であることも確かです。この栄誉に溺れることなく更なる向上心

とチャレンジ精神を持ち続け、MCのMr，Yanさん日く「ジャパニ

ーズウィペットの歴史jを造っていきたいと思います。

最後に今まで私がお世話になった方々にこの場を借りてお礼申し

上げます。そして最高のパートナーであるビンゴママ、ビンゴ、

WEED、ZORROIこ心から感謝します。
ありがとう11

ダランドチャンピオンシップ2位
新倉謙吾&音々

1年間、この日のためにやってきた。

嬉しい事にグラチャンに「音々JI希々J2頭エントリー、音々に
は112Pの公式記録、 A.W.Iオーブン優勝などたくさん良い思い

をさせてもらった。希々に関しては、まだ若い分音々には及ばない

ものの、今年1年の躍進は正E自分でもおどろいている。何よりグ

ラチャンに出場できたのだから。

1R、希々26P、音々24P、どちらもスローインクミス

他の選手がポイントを伸ばしている中、不思議とダメだとは思わ

なかった。攻めるだけ! 気分的には楽だった。

2R、希々34P、音々37P、2頭とも本当に良くやってくれた。

後は待つだけ。

2Rが全て終了、希々8位、音々7位で決

勝Rへ。

最高に嬉しかった。希々がここまで成長

し、頑張ってくれた事、音々と決勝の大舞 、

台に立てる事、やるだけやっての準優勝"

最高の舞台、最高の走り、最高のスロー、

最高のゲームをできた事を誇りに思い、本

当に楽しかったです。

銭関l……m
脇陣NFINAL 
2003 in KOBE 

音々、希々、応援してくれた皆さんに感謝します。

ありがとうございました"

クランドチャンピオンシップ3位
加部真巳&Mai

Maiと出会うまでは、ウヱルッシュコーギーの遊とのチームで、

夢のJAPANFINAL出場を目指し頑張ってきました。2001年、公

式力テゴリーに挑戦し続け、 3年目にして遊と念願のJAPAN
FINAL出場をすることが出来ました。JAPANFINALグランドチャ

ンピオンシッブの魅了にとりつかれ、いつかは、あの決勝の舞台に、

そしてグラチャンの表彰台に登りつめたい・・・。遊が6歳になったと

き、ラブラドールのMaiとの出会い。

遊は自分をラブだと思っているかのようにラブラドールが大好

き 。 仲の良し~2匹とのフリスピード ッ グの生活が始まりました 。

今年、 Maiとのチームで2年目の挑戦となったJAPANFINAL。昨

年は、シーズン途中から公式デビューをしたこともあって、最終戦

を終えて公式ポイン卜が1mイント足うす、敗者復活戦へ参戦しフ

ァイナルノミネー卜権を得ました。そして2003年。公式ポイント

ランキング2位でJAPANFINALへノミネ一卜を受け、ウェル力ム

J¥ーティーでの表彰も受けることが出来ました。昨年一昨年と悪天

候でのジャパンファイナル。今年は何が起こるのだろうと不安でし

たが、グランドチャンピオンシッブ当日、雨こそ降ったものの風に

は恵まれ、 1ラウンド30ポイン卜以上があたり前のような八イスコ

アゲームに、プレッシャーというよりも逆に全国のトップチームの

中でプレーできることの嬉しさで、/i:)が躍る気持ちがしました。そ

して、夢だった決勝ラウンドにも進めることが出来、おまけに2位
決定戦のラウンドまで戦えたことは、 1mイン卜で負けたものの悔

いはなく、一年間の締めくくりを気持ちよく終えたことのほうが強

かったで、す。Yahoo!BBスタジアムでのナイターゲーム、素晴らし

いコートで多くの歓声の中プレーできたことは、良い思い出と共に

今後の励みになりました。応援いただいた皆さん、そして一緒に戦

ったプレーヤーの皆さんJAPANFINAL2003お疲れ様でした|

そしてありがとうございました"

グランドチャンピオンシップ4位
山口裕二&さく5

スタッフの皆様、雨の中お疲れ様でした。

お蔭さまで素晴らしいファイナルとなりまし

た。参加できてとてもうれしく思います。

様々芯幸運が重なり、思いもよ5ない決勝

進出でした。背伸びをせす、ボクとさくらの

ゲームを心掛けた結果では芯いでしょうか。

これからも須藤さん-団野さんを目標に、少

しでも長くさくらとフリスビーを楽しみたい

と思います。

グランドチャンピオンシッブ5位
三本欽麗&KAISER • HOSE 

量、F

とても素晴らしい会場でプレイできて最高の気分です。

そして、何より今年はレベルが高かったと思います。

必ずグランドチャンピオンシッブは、参加者、特にトップチーム

はコケルとジンクスがあるく 5いプレッシャーとの戦いの中、ナイ

スプレー続出だったと思います。

僕と力イザーのチームは、 1R36ポイント、 2R28ポイン卜 (1 
本アウト)で予選通過1位、最高の位置でした。

決勝剛志、 40ポイントを出さないと優勝でき芯い状況でした。

名前を呼ばれ、スローイングラインに立ち、最高の舞台で勝負"

1投目…ディスクは高々と上がり左へ、力イザーはキャッチして

くれたのですがコートアウト、 2、3、4投目 (10+5+10)で25
ポイン卜。

5位に終わりました。

とても悔しい決勝Rでしたが、攻めてミスをしたので後悔はして

いません。

また来年グラチャンの決勝に残れるように来シーズンも頑張ります。

園



それと、一言 4投勝負のチームへ。

5投6投チームに負けるな一一一!!!
それと、もう一言 - 階段キツかった~~~。

グランドチャンビオンシップ6位
飛弾野文泰&ラン

ますは、今年も 1年間頑張ってくれた我が家の

犬達に感謝します! そして、今年も素晴らしい

パフォーマンスを見せてくれた、全てのチームに

ありがとう 1

ファイナルの決勝ラウンドには、いつも感動が

あります。 あの場に立つと、自分と犬と応援して

くれている皆の思いが 1つになるのを感じます。

個人的には、またあの感動を昧わう事が出来て、

大満足のジャパンファイナルでした 11

来年も“あの感動を "目指してランと紋次郎と共に頑張ります |

グランドチャンピオンシップ7位
木村均&グラーチア

全国告地かうノミネー卜されたすばらしいチーム

の方々と共に、最高の舞台を提供して頂いた協会並

びに協賛の方に感謝と感動を有難うと言う気持ちで

いっぱいです。

私も、初めてのジャパンファイナル出場でしたが、

自分芯りに満足のいくブレーカt出来さらに、 7位入

賞と言う結果を出せた事を誇りに思います。それと

同時に今大会の結果に奮らすグラーチアと共にさう

なる挑戦の第一のステッブとして、今後、この大会

で得た貴重芯経験を生かし来シーズンに向けて、 1つ1つステッブ

アッッブ出来る様、又、すばらしい練習仲間と共に、来年のジャパ

ンファイナルへ向けてノミネ一卜される様頑張って行きたいと思い

ます。

2002グランドチャンピオン
2003年間シリーズチャンピオン
井上弘之sゅ，3¥

終わっちゃいましたね~、 -あっという聞に

とっても楽ししi3日間でしたP

えっと、ますはジャパンファイナル10th
Anniversaryおめでとうございます!!

ジョゼが優勝した第1回ゆめ牧場、たまたま

TVで見てました。漠然と「わ~おもしろそ~

俺もやりて~な~J と思っていただけでしたが、
翌年、 DIZZYと出会い、それが実現することになりました。もう楽

しくて楽しくて、雨の日も風の日も毎日毎朝出勤前の遊びに夢中に

なっていた私を、当時のひろぴんは半分不思議そうに見てた叶ナー。

96年、初めて出場したジャパンファイナルは、コートがお椀状

に傾斜してたりして、なんともひどい会場で行われたのですが、お

天気もよくのんびりといい感じ~でした。

そん芯ことを思い出しながら、 YahoolBBのふかふかな芝に寝っ

ころがっているのも楽しいひとときでした。しかし初日は暑かった

ですね。DIZZYは今年シニアのランキングチャンピオンをいただき、

ユースにも東京代表として工ントIjーできたんですが、との暑さじ

ゃ両方出場はムリかな~って感じでした。でもユースにはDIZZYの

孫(! )長野のピットと福岡のSAIも出場するので、どうしても一

緒に出たかった。コートの中では 7年前と変わらないDIZZYの元気

な姿があり、同じ場所で子供の子供たちが楽しそうに走ってた。ま

さに至福の時でした。結局、 )1慎番を調整していただいてシニアで準

優勝できたわけですが、 3R、4Rと走り回ってへ卜へ卜のDIZZYが、

ケージを出たとたん「まだやるまだやる」って決勝に向かう、相変

わらずお調子者の姿を見ることができただけでも、幸せな気分にな

りました。(後日談になりますが、神戸かう帰ってきてからの

DIZZYはと、こか若返ったようで、自慢げ芯顔つきでイタズラにいそ

しんでいますよ(笑))

2日目はひろぴんとゆi:S¥の出番。競技中のコメン卜にもありまし

たが、今年 1年間「自称グラチャンを陰で支える女」を全うし、自

らは病と闘い芯がらも私達をシリーズチャンピオンへと導いてくれ

たのです。そしてこの日の2人はとっても楽しそうにコンビ‘ばっち

りのプレイを見せてくれました。めったにないUSアウトを2本も決

めて「あそこまで飛ばしたのよ.TJとうれしそうなひろびんの笑顔

がとっても印象的な 1日になりました。

さて最終日、私とゆ13¥の出番ですが、この日はこれまでどうして

も勝てなかったチームに挑戦する意気込みで、臨みました。それはで

いす、い &DIZZYチームです|今思えばあれがシリーズチャンピオン

へのプレッシャーだったのかどうか、後半戦に入ってからは我が家

の代名詞ともいえる工ンジョイフリスピードッグをアピールでき芯

くなりつつありました。それを敏感に察知し励ましてくれたひろぴ

んと勇気づけてくれた大勢の仲間たち。みつつ一、かよちゃん、み

~さん、ゆ丸、 メルパパ、ま~さん、ジ、ユりピ。グラチャンの舞台

では、みんなにもうったシリーズチャンピオンTシャツを身に付け、

DIZZYチームに負けないエンジョイぶりを見せたんねん!

結果、 3本のスローミスで18位に終わったゲームとなりましたが、

ミススローもうちのキャラクタ一、 1 :本はゆ13¥が力パーしてキャッチ

してくれたし、昨年のグラチャンの時のようにとっても楽しいでいす、

い&ゆふのプレイができ、達成感いっぱい、大満足です。そして来年

こそはお母ちゃんに勝つぞ!と、ゆ13¥も申しておりました (?)ワン。

最後になりましたが、最高のプレイでグランドチャンピオンを勝

ち取ったWEED! おめでとう H 素晴らしい決勝で感動を与えて

くれた、音々、 Mai、さくら、力イザ一、ラン、グラーチア l あ

りがとう 11 そして、ファイナルに参加したみんなも、ファイナル

を目指したみんなも、来シーズンまた一緒に素敵なフリスピードッ

グライフを満喫しましょうネ11

フリーフライトチャンピオンシップ優勝
早川利幸&BEAT

今シーズンも一月か5シーズンが始まり2月
の口スで行われたAWI世界戦手権出たり、また

各地の大会にいったりであっという聞に過ぎて

いきまた。

JFAジャパンファイナルも10周年記念大会

ということで海外からのチームも参加したり大

会が行われた会場のヤフ-BBスタジアムも芝

生の状態もすごくきれいで気持ちよくプレーす

る事ができました。

ビートとのチームでのジャパンファイナル参

戦は3回目になります。ビートもことしで4歳になり年齢的にもプ

レーから見てもだいぶ安定してきで一緒にプレーしていても安心し

てできるようになってきました。

一回目でグランドチャンピオンを取ることができ今年はフリーフ

ライトチャンピオンシッブで、いい結果が残す事ができればと思って

いました。

AWI、グランドチャンピオンシッブとかけもちと天候が悪く足場

もすべりビートも足を取5れながらも安定したプレーをしてくれて

よく頑張ってくれて結果、フりーフライトチャンピオンをとること

ができ一年聞をいい結果で終わる事ができました。

まだまだビートもフリスビ一大好きで、元気いっぱいまた今シーズ

ンと変わうす来シーズンもビートのチームで大会に参戦し楽しんで

いけたらと思っています。

ロンダディスタンスチャンビオンシッブ(女子の部)優勝
松尾史恩Sベル
小6年かう出場してきたジャパンファイナル

も、今年で3回目。

今年はベルのお産を予定していたので、 5月
以降試合に出ていませんでした。

それで前半戦で記録を出していたロングのみ

ノミネートされました。

ベルは結局子犬を産みませんでしたが、 2ヶ

月のブランクは暑い夏とあいまってなかなか調子を戻す事が出来ま

せんでした。それで出場を断念していましたが、来年は高校入試でフ

リスビーは出来そうにないし、今年が最後かも知れないと思うとや

っぱり少しでも可能性に賭けて見たいと思い、出場する事にしました。

10日前か5久しぶりにスローイングの練習に入りました。

練習は放課後。すぐに暗くなってしまうので、母に学校まで迎え

に来てもらいすぐに近くのグラウンドへ。コーチはお仕事から急い

圃



で帰ってきた父、そしてディスク拾いは弟。家族皆が私のジャパン

ファイナルのために 1つになって頑張りました。次第に距離も延び

てきて、神戸へ出発する前には60mにとどくようになり、頼みの

ベルの走りも戻ってきました。

いよいよジャパンファイナル。練習は指定された時間だけ。なか

芯か思うように飛びません。雨の中、予選ではみん芯距離が延びす

私も48.81m。どうにか2位で決勝に残りました。よかった!

その後、昨年も受けたモルナー先生の御指導を受けることができ

ました。「去年に比べてとても良くなったよjっと、 褒めていただ

き自信も出てきたし、距離もかなり出てきました。

のってきたところで、さあ決勝R。プレッシャーで力が入り、思

うように投げる事が出来ません。4投目、残り3秒で思いっきり投

げました。

これがグングン延びて行く。ベルは余裕で追いつき、これを見事

キャ ッチ。

ヤッター!! とても嬉しかったです。私も父も大喜び。

ベルを思いっきり抱きしめ、褒めてやりました。

落馬事故での手術をきっかけに、フリスビーを始めて6年半。 投

げる事さえ出来なかった頃かう、いつかはチャンピオンになろうと

誓い、父と一緒にやってきたフリスビー。これからも出来る限り、

フリスビーを続けて行こうと思います。

最後に、いつも一緒に励ましてくれるお父さん、お母さん、弟、

JFAの山田会長さん、上田本部長さん、モルナー先生、 そして福岡

支部やたくさんのフリスピードッグの皆さん、 本当にありがとうご

ざいました。

A・W.Iロングディスタンス部門優勝
杉尾祐児Sテル

ロングテ、ィスタンスを始めて一年、地元神戸で聞かれるファイナ

ルを目指して頑張ってきた結果公式ロングと

A.W・|ロングディスタンス部門の代表に選

ばれ感激|

そして思わぬA・W.Iでの優勝にピックリう

れしく思います。

大会に参加するたびに、よき師匠、一柳さ

んや空野さん、そしてよき仲間0・F.D.Cの

皆さんに指導しても5った結果だと思いま

す!ありがとうございました。

また、来年もファイナルに工ントリーされ

るようにテルと一緒に頑張ります。

。クランドチャンピオンシップ (2003年11月3日)
順位 氏名 出身地 犬名 犬種 1フウンド 2フウンド 決勝ラウンド 合計ポイント
優 勝 今村 菓謙喜 熊本県 WEED ウィペット 28 35 40 103 
準優勝 新倉 吾 北海道 音々 ボーダーコリー 24 37 37 98 (32) 
3位 加部真巳 大阪府 Mai フブフドール 26 28 34 98 (31) 
4位 山口裕一 神奈川県 さくら フブフドール 32 31 26 89 (26) 
5位 一 本 欽 麗 東京都 |くaiser.Hose ボーダーコリー 36 28 25 89 (25) 
6位 飛弾野文泰 北海道 フン ボーダーコリー 26 37 24 87 
7位 木村 I句 熊本県 グフーチア ボーダーコリー 32 31 14 77 
8位 新倉謙吾 北海道

希ヲ々リ工
ボーダーコリー 26 34 60 

8位 野呂瀬さゆり 神奈川県 ボーダーコリー 28 32 60 
10位 大沢弘和 北海道 サム ボーダーコリー 30 29 59 
10位 野Ej頼さゆり 神奈川県 パッセ ボーダーコリー 24 35 59 
.10位 早川利幸 千葉県 BEAT ボーダーコリー 25 34 59 
13位 田口久善 岡山県 SENNA ボーダーコリー 23 35 58 
13位 友田裕輔 奈良県 リフ フブフドル 31 27 58 
13位 団野悦郎 大阪府 ケープ フプフドール 30 28 58 
13位 水越 徹 東京都 せれ ボーダーコリー 30 28 58 
17位 大塚 裕 埼玉県 BINGO! ボーダーコ リー 27 30 57 
18位 井上弘之 東京都 ゆふ ボーダーコリー 22 34 56 
19位 大塚 ネ谷 埼玉県 BRAVO! ボーダーコ リー 29 26 55 
20位 小寺 賢 東京都 LEE ボーダーコリー 29 25 54 
20位 木対木て 稔之 神奈川県 MISIA ボーダーコ リー 26 28 54 
22位 団野悦郎 大阪府 Hitomi フブフドール 24 29 53 
22位 野B瀬郁夫 神奈川県 パッセ ボーダーコリー 26 2ワ 53 
24位 安田伸之 神奈川県 ガーフィー ボーダーコリー 18 34 52 
24位 長田知博 千葉県 Alliecha ミックス 26 26 52 
24位 稲葉秀昭 滋賀県 ウインク ボーダーコリー 29 23 52 
24位 藤田 淳 兵庫県 バルト ボーダーコリー 28 24 52 
28位 大谷光浩 東京都 いであ ボーダーコリー 31 20 51 
28位 吉田耕一 京都府 こはる ボーダーコリー 25 26 51 
30位 中尾園枝 北海道 蝦グ夷羽流 ボーダーコリー 24 26 50 
31位 閏 禎永 福岡県 フス ボーダーコリー 24 25 49 
32位 原 英雄 滋賀県 パ 卜フ ボーダーコリー 25 23 48 
32位 山口裕一 神奈川県 こうめ フブフドール 18 30 48 
34位 村井淳一 岐阜県 天気 フブフドール 23 24 47 
34位 大岩長一 千葉県 海 ボーダーコリー 23 24 47 
36位 一本欽麗 東京都

也アイ盟チ旦ャLンHose ボーダーコリー 22 24 46 
36位 堀口 勉 茨城県 ボーダーコ リー 33 13 46 
36位 安田信 鹿児島県 天 ボーダーコ リー 31 15 46 
36位 須藤 充 新潟県 チッ卜 ミックス 23 23 46 
36位 鯵坂 一郎 茨城県 ぺjレ ボーダーコリー 30 16 46 
36位 小西秀則 大阪府 パーアイーナイン フプフドール 22 24 46 
42位 松尾 ニコミt 長崎県 NOVA-. ボーダーコリー 21 24 45 
43位 五十嵐誠 茨城県 チョ ッパ- ボーダーコリー 26 18 44 
43位 宮迫裕一 京都府 アイピー ボーダーコリー 22 22 44 
43位 山本孝治 兵庫県 ナナ ウィペット 24 20 44 
46位 河瀬重治 富山県 フン フブフドーjレ 17 25 42 
46位 古川泰治 大阪府 ひなた、 フブフドール 26 16 42 
46位 榊原吉隆 愛知県 ファンディアズ ボーダーコリー 26 16 42 
49位 石田牧彦 栃木県 サフ ボーダーコリー 20 21 41 
49位 田口 久善 岡山県 LOVE I ボーダーコリー 21 20 41 
51位 若杉美津夫 静岡県 メjレ 1 ボーダーコ リー 26 14 40 
52位 安田信一 鹿児島県 ハーツ ボーダーコ リー 23 16 39 
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順位 氏名 出身地 犬名 犬種 1フウンド 2フウンド 決勝フウンド 合計ポイント1
53位 仲林謙治 一重県 ロプロス ドーペjレマン 24 14 38 
53位 丸島康裕 千葉県 JENNIFER ボーダーコリー 28 10 38 
55位 加藤興一 東京都 富士丸 ボーダーコリー 14 23 37 
55位 伊奈祐次 愛知県 ハックル ボーダーコリー 5 32 37 
55位 柏 正雄 茨城県 金太郎 ボーダーコリー 24 13 37 
58位 横山泰久 f笥知県 ナミ ボーダーコリー 10 24 34 
59位 若杉美津夫 静岡県 キヤフ ボーダーコリー 24 8 32 
59位 坪井俊雄 岡山県 トコ ボーダーコリー 15 17 32 
61位 村井淳一 岐阜県 次冗 フブフドール 14 16 30 
62位 山本栄治 兵庫県 ウィリー グレイハウンド 9 17 26 
62位 小林 正弘 新潟県 ピピアン様 ボーダーコリー 20 6 26 
64位 福尾光一 岡山県 RUN ボーダーコリー 9 15 24 
65位 一本華余子 東京都 Kaiser ボーダーコリー 8 12 20 
65位 田中 洋

大奈陸良直県
メロディー ボーダーコリー 9 11 20 

67位 友田雅美 フム フブフドール 10 6 16 
68位 田村健次 京都府 crazy APブjレアリア 5 3 8 
69位 藤井勝明 富山県 Spoon ボーダーコリー 。

。フリーフライトチャンビオンシップ (2003年11月3日)
順位 氏名 出身地 犬名 犬種
優勝 早川利幸 千葉県 BEAT ボーダーコリー
準優勝 多々良憲司 神奈川県 Core ボーダーコリー
3位 林 康男 静岡県 愛鈴 フブフドール
4位 I笥 坂 健 神奈川県 Mousse フブフドール
5位 中尾圏較 北海道 楓こ ボーダーコリ
6位 閏 美加 福岡県 グフス ボーダーコリー
ワ位 千葉光敏 北海道 マジック ボーダーコリー
8位 堤 明英 佐賀県 フック ボーダーコリー
9位 小)11 憲次 神奈川県 DAN ボーダーコリー
9位 飛弾野文泰 北海道 紋次郎 ボーダーコリー
11位 斉藤 昇 山口県 さくら ボーダーコリー
11位 安田信 鹿児島県 ハーツ ボーダーコリー
13位 相 正雄 茨城県 金太郎 ボーダーコリー
14位 真鍋宏行 香川県 キョウシロウ Aキャトルド、ソク.
14位 横田利丸 東京都 こなつ ボーダーコリー
15位 石田博英 千葉県 レックス ボーダーコリー
16位 城本英巴 北海道 果梨 ミックス
16位 松尾 ニ主巴主 長崎県 . GL!AY ボーダーコリー
16位 原 英雄 滋賀県 )'¥トフ ボーダーコリー
19位 森田 薫 神奈川県 マリ Gシェ}'¥ード
20位 橘 達也 埼玉県 FENDI ミックス
21位 村上行弘 千葉県

|バくeデvィ ボーダーコリー
22位 内藤真 兵庫県 ボーダーコリー
23位 大埠幸一 愛知県 ウォレス ボーダーコリー
24位 石田博英 千葉県 蘭蘭 ボーダーコリー
25位 南 とノ昌Eコ二一一 兵庫県 ロッキー ボーダーコリー

4・ロングディスタンスチャンピオンシッフ明子の部)(2003年11月3日)
順位 氏名 出身地 犬名 犬種 記録
優勝 今村英喜 熊本県 WEED ウィペット 63.21m 
準優勝 杉本繁郎 北海道 ミキちゃん フブフドール 58.82m 
3位 城本英巴 北海道 果梨 ミックス 58.61m 
41立 今村英喜 熊本県 ピンゴ ボーダーコリー 56.41m 
5位 飛弾野文泰 北海道 紋次郎 ボーダーコリー 54.93m 
6位 松尾 二~ 長崎県 GLAY ボーダーコリー 52.90m 
ワ位 宮永 修 長崎県 シェル ボーダーコリー 50.88m 

山崎祐輔 高知県 フガー ボーダーコリー 記録なし

杉尾祐児 兵庫県 ァル フブフドール 記録なし

-ロングディスタンスチャンピオンシップ(女子の部)(2003年11月3日)
順 位 氏名 出身地 犬名 犬種 記録
優勝 松尾史恵 福岡県 ぺjレ ボーダーコリー 56.46m 
準優勝 横山まゆみ 局知県 ナミ ボーダーコリー 49.23m 
3位 半明知佳 香川県 ア ル ボーダーコリー 48.30m 
4位 松尾直美 長崎県 GLAY ボーダーコリー 47.00m 
5位 石川純子 神奈川県 ジャッキ ~ ボーダーコリー 46.34m 
6位 横山まゆみ I笥知県 アクセル ボーダーコリー 42.14m 
ワ位 松田絵梨子 宮崎県 フガー フプフドール 42.08m 
8位 山崎 幸 I奇知県 サンターボルト挑花 ボーダーコリー 33.43m 

吉岡恭子 岡山県 ダージリン ウエルシュコーギー 記録なし
河村理恵子 兵庫県 たふと フブフドーjレ 記録なし

E 

1フウンド 2フウンド 決勝ラウンド
35.5 15.0 33.5 
35.0 11.5 34.0 
36.0 11.5 33.0 
36.0 8.0 33.5 
32.5 12.5 31.0 
33.0 10.0 30.0 
31.0 12.0 29.5 
30.0 13.0 
32.0 10.0 
34.5 7.5 
32.5 8.5 
33.5 7.5 
30.0 10.0 
32.5 7.0 
33.5 6.0 
30.5 8.0 
25.5 12.5 
29.5 8.5 
31.0 7.0 
31.0 6.5 
31.5 5.5 
33.0 3.5 
29.5 6.5 
27.0 6.5 
30.0 2.0 
26.0 3.5 
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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、プロプラン。

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。

栄養が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。

......、へ 陸円 ，~川 "........， 
PPItdO N F路

子究開- シェア犬UII
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‘!‘m ・ 巴2抱h一ー. 

ヨ凪園

{ 子犬用 1[成犬用 1[シニア犬用 l

毎月仁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卜いたします。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 

ノネスレ
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