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2003年11月2目、神戸 iYahoo! BBスタジアム」にて日本では初めてとなる世界選手権

Ashley Whippet Invitational Canine Frisbee Disc World Championships in JAPANが開催

されました。来日ゲストにアメリ力A'W'I役員のアレックス-シュタイン氏、マーク-モルナ一

氏、工ルドン・マッキンタイア氏の3名が来日した事は皆さんご存知の事でしょう。来日時にアシュ

レイ記念フリスビーを会場にてオークションにかけて欲しいとの事でしたが、開催期間中に実現出

来なかった為、今回会員様向けにて記念フリスビーのオークションを行います。西晶は新品ですが、

持参時のスレ傷や保管時の状況によって、多少の汚れが付いている物もあります。現品現状渡しと

なりますのでご了承の上お申込み下さい。

尚、スター卜価格はアメリ力での最下限価格となっております。

限定数量にて申込みは1アイテムに付、 l枚とさせていただきます。

申込み方法はFAXのみと致します。お手持ちの用紙に会員番号、氏名、住所、連絡先、アイテム

ナンバー、入札額を明記の上お申込み下さい。

オークション開始(募集開始)は12月16日(火)から 10日間とし、締切は12月25日(木)午

前中までと致します。

※12月26日(金)17時00分に落札価格をHP上のみお知らせ致しますが、落札者のお名前はプライバシーを守る為に公表致し

ません。

お知§せ

2003ジャパンファイナルビデオ&A.W.linJAPAN(世界選手権)ビデオの予約を開始致します。

今回は競技会場用の販売分として余分に制作を致しません。ご希望の方はお持ちの用紙に 『氏名J
『会員NO.Jr緊急連絡先Jrご希望の本数jを明記の上FAXにてお申込み下さい。現在ビデオのパッ

ケージを制作中です。予約申込みの方へは12月26日頃を目処に発送を予定しております。又、緊

急連絡先は必す、ご記入下さい。商品は代金引換便にての発送と致します。

特別予約販売価格・2003ジャパンファイナル INKOBE (103分)

.A・W'linJAPAN(第1回世界選手権)(45分)・2003ジャパンファイナル&A・W.linJAPAN2本セット

予約締切12月18日(木)午前中まで

競技会のお知らせ

1月17日(土)----18日(日)

価格4.000円(税目IJ)

価格 3.000円(税別)

価格 5.500円(税別)

岡山県岡山市北長瀬表町「岡山ドームj 多目的広場 公式シリーズ選手権

1月24日(土)----25日(日)

静岡県富士市「富士川緑地公園J 少年スポーツ広場H 公式シリーズ選手権



No.003 

No.001 裏

ーョー山知一『唱帽、，.

1977年モデル，アシュレイフリスビー

初期型ヒューマンタイプフリスビー臼

アシュレイ足跡スタンブ付 限定2枚
スター卜価格 7.000円

1977年モデル，アシユレイフリスピー

クリアカラー×ブルー印字

FB6タイプ限定2枚
スタート価格 5.000円

1977年モデル，アシュレイフリスピー

クりア力ラ一×ゴールド印字

1977年モデル，アシュレイフりスピー

クりア力ラ一×ブラック印字

1977年モデル，アシュレイフりスピー

クリアカラー×グりーン印字

FB6タイプ限定2枚 FB6タイプ限定5枚
スター卜価格 5.000円 スター卜価格 5.000円

1977年モデル，アシュレイフりスビー

レッド×ゴールド印字

FB15タイプ限定5枚
スター卜価格 4.000円

FB6タイプ隈定5枚
スター卜価格 5.000円

2003年最新アシュレイモデル
アメリ力 ・オラン夕、 ・ドイツ ・日本 4ヶ国の旗

をデザインした発売未定商晶

FB16タイプ限定3枚
スター卜価格 3.000円



NO，008 表 NO，008 裏

2001年 アシュレイレジエンドモデル

マーク ・モルナ一氏，工ルドン ・マッキンタイア

氏サイン入り

FB16 フレックスフリスビ一限定6枚

スター卜価格 3，000円

NO，010 表 NO.010 

2001年アシュレイレジ、エンドモデル

マーク・モルナ一氏，工ルドン・マッキンタイア

氏サイン入り

FB16 白フリスピ一限定1枚

スター卜価格 2，500円

NO，012 

2001年 アシュレイレジ工ンドモデル

サイン無し

FB16 白フリスビー 限定2枚

スター卜価格 2，500円

NO，009 表 NO，009 裏

2001年 アシュレイレジ、工ンドモデル

アレックス ・シユタイン氏，マーク・モルナ一

氏，工ルドン・マッキンタイア氏サイン入り

FB16 フレックスフリスビー 限定5枚

スタート価格 3，000円

NO，Oll 表 NO，Oll 裏

2001年 アシュレイレジエンドモデル

アレックス ・シユタイン氏，マーク・モルナ一

氏，工ルドン・マッキンタイア氏サイン入り

FB16 白フリスビー限定2枚

スター卜価格 2，500円

。。

d圃・・.ρrIいでE

2003年2月ワールドチャンピオンシッブ記念大会
ラン夕、ーカップフリスピ、 フ、ラック×ゴ-)lノド、

SOLD OUT 商品

FB16タイプ 限定5枚

スター卜価格 2，000円



競技会基本ルールと規約 (2004年度版)

-選手は1枚のフリスビーテ、ィスクで全て競技を行う。(競技中のフリスビー交換は可能)

アトラクション競技のスリーマンオープン大会は小型犬テ、ィスク(Mサイズディスク)を使用とします。

-小型犬や子犬に関しては、競技の際、 JFA公認フリスピ一、小型犬ディスク (Mサイス、テ、ィスク)

のどちらかを選/)¥事ができる。

-ライン上、ライン際でのキャッチやジャンプ。着地と同時にキャッチ等、疑わしき行為は全て少な

い得点、となる 0

・競技の開始はMCの合図で行われる。選手の間合いでの開始ではない。

-選手と犬はスター卜の際はスタートラインの後方(スタートラインを踏まない位置).eつスタート

ラインエリア9m内に入らなければならない。

-スター卜の際、フラインク(ファール)を行った場合は-8スタートライン内に戻うなければなら

ない。

-競技終了は犬がフリスビーをスタートラインより7.5mエリア内に入った段階で終了とする。但し

レ卜IJーブ大会、ビギナ一大会、こども大会はスタートライン上の (9mエリア内)まで持ち帰り

4本足がスタートラインを越した段階で終了となる。

-タイムアウト後(最終キャッチ後)、犬は速やかにスタートラインまで戻5なければならないが、

この際ポイント獲得工リア内に入るまでにスタートライン方向以外への進行行為がある場合、最終

キャッチは無効となる。

-競技中にフリスビーを追う目的以外に 10秒以上フィールド外lこでた場合(場外脱走)失格となる

がそれまで獲得した得点は有効となる。脱走時の得点は認められない。尚、 10秒の力ウントは

ジャッジの判断で行う。

-同ラウンド、2回以上の場外脱走があった場合はその段階で、競技終了となる。(失格)

-タイム終了合図の前に手から離れたフリスビーは有効である。

-競技中に糞尿行為のあった場合はその段階で失格となるが、それまでに獲得した得点は有効となる。

但し、糞尿行為直前にキャッチした得点は犬がスタートライン力¥57.5mライン内に戻っていた場

合と、スタートライン (9m内)に戻っていた場合のみ得点対象となる。※種目別ルール参照の事

-入退場口は、特別な指示がない限り、入場の際は本部テント設置側から入ります。競技終了後は反

対方向(スタートラインズマンがいる方向)から退場していただきます。

-入退場の際、選手又は犬が故意にフェンス又はフラッグをまたいだ場合、その競技に於いて獲得し

た得点より最大ア点の減点をジャッジ判断にて行う。

-フリーフライトはフリスビーテ、ィスク又は小型犬用ディスク (Mサイズテ、ィスク)を競技公認テ、イ

スクとする。

世界選手権等を視野に入れ実施関係上フリスビーテ、ィスク以外での参加はできません。(小型犬用

ディスク“Mサイズディスク"は認める)

圃



競技参加資格

-大会申込書記載の誓約書に同意した選手のみ参加資格が認められる。

-公式選手権はJFA会員以外の参加は認め5れない。但し、 JFAが認めた招待選手はその限りではない。

公式選手権はオーナー以外との参加は認められない。

-公式選手権はJFA登録犬以外での参加は認められない。

-各種大会はJFA会員以外の参加も認められる。また、 JFA会員に於いては登録犬以外の犬でも本人

がオーナーである犬の参加は認められる。

-全ての競技に於いて 『狂犬病予防ワクチン接種済み』以外の犬の参加は認められ芯い。

-あきらかに動物虐待と見られる行為を行っているオーナーの参加は認められない。又、一般良識人

として、愛犬家モラルとマナーを守れない選手の参加は認められない。

-発情犬の参加は認めうれない。

-運営、競技、見学者に対し著しく迷惑をかける人や犬の参加は認めない。

-競技会場に於ける全ての迷惑勧誘行為やスポーツに的しない週度な飲酒行為に対し主催者判断にて

見学者も含み退場処置を行う。

-ジャパンファイナルに於いては会員以外の参加は認めうれない。

採点方法と採点基準

-ライン上のキャッチはすべてスタートラインに近い工リアの得点となる。

-あきらかにジャンプをしていて完全に空中にてキャッチを行ったと認められた場合のみジャンピン

ク、キャッチとみなす。(高さだけが判断基準ではなく幅なども含む)

-小型犬 (コーギーなど)や大型犬(シェパ-ドなど)のジャンブに対して、犬の体形などかう危険

防止の為、判断基準が異なる場合もある。

-犬が待ち構えてキャッチを行う際に背伸びを行いますが、その際4本足が若干空中に浮く事もあり

ます。この場合、あきらかにジャンプを行った場合以外はジ、ヤンブと認められない。

-犬がスタートライン方向に戻りながらジャンプを行ってキャッチをした場合は戻りジャンプとし、

採点はランニングキャッチ扱いとなる。

国



公式選手権ディスタンスルール (JFA公式戦コート)
公式選手権(シリーズ、オープン関連、レディース関連)

-フィールドサイズ............長さ:62.5m 幅 :25m
・スローイングエリア… -スター卜幅9m 後方5m

[公式選手権JII-JII]
-スター卜第1投目は必す、スタートライン9m以内より犬が出て行かなければならないが、犬の癖な

どの問題で9m内でのスター卜が困難な場合、偽投とし15m以上投げる事により、 2投目からは有

効得点とみなされる。この場合、 2投目は9m以外から出てもかまわない。
-犬があきらかに15mラインを超える前にフリスビーを投げなければフアールとみ芯され得点対象

とはならない。
.2投目以降も選手はスタートライン9mエリア内よりスローイングを行わなければならない。
-キャッチ後、犬がスタートラインより7.5m以内に戻った段階で得点は有効となる。但しその後、
犬は必す、スタートライン9mエリア内に4本足が入うなければ次投のスローイングは無効となる。
.2投目以降、犬は9m工リア以外より出て行ってもかまわない。

-場外へ出たフリスビ-以外、フィールド内ではスタートラインより7.5m以外でフリスビーに触れ
る事はキャッチ後でもフアールとみなされる。

-競技中に糞尿行為のあった場合はその段階で失格となるが、それまでに獲得した得点は有効となる。
但し、糞尿行為直前にキャッチした得点は犬がスタートラインから7.5mライン内に戻っていた場

合のみ得点対象となる。

[競技JII-JII]
公式シリーズ選手権は60秒、予選2ラウンド、決勝1ラウンド (7チーム)にて行う。予選第lラ

ウンドにて獲得得点10点以下は第2ラウンドへの進出はできない。 (11ポイント必要)
決勝ラウンドは、予選2ラウンドの合計獲得得点上位7チームにより行われるが、第ア位が複数チ

ームの場合、 JFAルールにより第2ラウンド獲得得点上位のチームが決勝進出となる。更に同得点
の場合は第2ラウンド高エリアキャッチの多いチームを上位とする。(公式オープン選手権・公式

レデ‘ィース選手権も同様)
-公式オープン選手権は60秒、予選2ラウンド、決勝1ラウンド (5チーム)にて行う。予選第1ラ
ウンドにてア得点以下の場合は第2ラウンドへの進出はできない (Bポイン卜必要)

-公式レディース選手権は60秒、予選2ラウンド、決勝1ラウンド (5チーム)にて行う。予選第1
ラウンドにて獲得得点、0ポイントのチームは第2ラウンドへの進出は出来ない。

-公式オープントーナメント選手権・公式レディーストーナメン卜選手権はトーナメン卜方式の勝ち
抜き戦で行うが、 1回戦は総参加者数により対戦チーム数が異なる。決勝戦は参加者数により2チ
ーム対戦の場合、 3チーム対戦の場合で行われる事がある。同一オーナー・同一犬でも決勝3チー

ム対戦の場合のみ2頭までは出場可能とする。(準決勝の得点が高い2チームが決勝戦進出)

.JFA公式戦コート得点基準
競技種目:公式選手権(シリーズ、オープン関連、レディース関連)

[得点基準]
スタートライン~15m未満工リアは0/0得点
1 5.0m~22.5m未満エリアは 1or2得点
22.5m~30.0m未満工リアは3or4得点
30.0m~37.5m未満工リアは5or6得点
37.5m~45.0m未満工リアは70rB得点
45.0m~52.5m未満エリアは9or10得点
52.5m以上はO得点(コースアウト)

-奇数得点、は通常キャッチでの得点を表しますが、ジャンピンク、キャッチを行った場合はそれぞれの
エリア毎に1得点が加算され偶数得点となります。すなわち3得点、エリアでのジ、ヤンピンク‘キャッ
チは4得点、最長工りアでのジャンピンク、キャッチは10得点、となります。



公式ロングディスタンス選手権ルール
公式口ンク‘テ、ィスタンス選手権 男子の部-女子の部

【ルールと計測基準]
.90秒1ラウンド制。(最長距離のみ計測を行う)

-会場の都合により異なるケースがあるがスター卜は基本的に風上かうとする。コース設定によって
はこの限りではない。

-スタートラインの幅は5Mとし、スローインクエリアのパックヤードは最低10Mを確保する。
-計測はスローインクをした投者の体の前方スタートライン上から、キャ ッチ時の地面に着地したフ
リスピーディスクに近い前足の位置までとする。

-競技犬がフリスピーディスクを1度でも弾いた場合、その後キャッチをすれば有効となる。尚、計
測は最初に弾いた位置を記録とする。

-選手は制限時間内であれば何投でも行える。
-表彰記録基準は女性35M、男性45M以上を表彰記録基準とする。基準に達成しなくても記録は残

るがジャパンファイナル選考記録には加えられない。
(出場規定大会数には含まれる)

公式フリーフライト選手権ルールと得点基準
上級者・中級者向けフリーフライト競技

[競按ルール1
・第1ラウンドは90秒。フリー競技にて実施。第2ラウンドは45秒ディスタンス競技となりますが、
第1ラウンド上位10チームにて実施。

-第2ラウンドディスタンスはオーブンコートを使用とする。尚、ルールは公式選手権に準する。
-第2ラウンド使用テ、ィスクはJFAフリスピーとする。但し、小型犬は小型犬用ディスク (Mサイズ
ディスク)でも使用可能とする。

-決勝ラウンドは90秒。フリー競技にて実施。第1ラウンド、第2ラウンドの合計得点上位5チーム
が決勝進出。獲得合計得点により上位が優勝とする。

-第1ラウンド、決勝ラウンドのフリー競技中に糞尿行為のあった場合は失格とならないが、タイマー

は止めない。
-第2ラウンド、に於いて糞尿行為のあった場合は、それまでに獲得した得点、は有効となる。但し、 糞

尿行為直前にキャッチした得点は犬がスタートラインから7.5mライン内に戻っていた場合のみ得
点対象となる。

[採点]
-フリー競技の採点は4項目にて行う。

「技の難易度」 …ー ・ーディフイカルティー
「完成度J. ……・ー ……・工キセキューション

「飛び-跳ねj…- ……ーリーピング
「コンビネーションJ.........ショーマンシップ

各項目をそれぞれ10点満点にて採点。合計得点 (40点満点)が高いチームが上位となる。

[ディスタンス得点]
スタートライン~15m未満工リアは0/0得点
1 5 .0m~22.5m未満エリアは 1 or1 .5得点、

22.5m~30.0m未満エリアは2or2 . 5得点
30.0m~37.5m未満エリアは3or3 . 5得点
37.5m~52.5m未満エリアは4or4 . 5得点
52.5m以上はO得点 (コースアウト)

-ジ、ヤンピンク、キャッチを行った場合は、 0.5加点となります。

自



ユースオープンルール (JFAオープンコート)

-フィールドサイズ............長さ:62.5m 幅:20m---....25m 

・スローイングエリア…ー スター卜幅9m 後方5m

[競技jレール]

-ディスタンス競技。

ユースオープン大会

.60秒、予選2ラウンド、決勝1ラウンド (5チーム)にて行う。予選第1ラウンドにて獲得得点、2

ポイン卜以下のチームは第2ラウンドへの進出はできない。 (3ポイン卜必要)

-スタート第1投目は必す、スタートライン9m以内より犬が出て行かなければならない。

.2投目以降も選手はスタートライン9mエリア内よりスローイングを行わなければならない。

.キヤツチ後、犬力がtス夕一卜ラインより7.5m以内に戻つた段階で

犬は必すス夕一卜ライン9m工リア内lにこ4本足力が1入らなけれぱ次投のス口一インクグ‘は無効となる。

-場外へ出たフリスビ-以外、フィールド内ではスタートラインより7.5m以外で、フリスビーに触れ

る事はキャッチ後でもフアールとみなされる。

-競技中に糞尿行為のあった場合はその段階で失格となるが、それまでに獲得した得点、は有効と芯る。

但し、糞尿行為直前にキャッチした得点、は犬がスタートラインかう7.5mライン内に戻っていた場

合のみ得点対象となる。 現

ユースオープン得点基準

[得点基準]

スタートライン---....15m未満工リアは0/0得点

15.0m---....22.5m未満工リアは1or2得点

22.5m---....30.0m未満エリアは3or4得点

30.0m---....37.5m未満エリアは5or6得点

37.5m---....45.0m未満工リアは70rB得点

45.0m---....52.5m未満エリアは9or10得点

52.5m以上はO得点(コースアウト)

-奇数得点は通常キャッチでの得点を表しますが、ジャンピンク、キャッチを行った場合はそれぞれの

エリア毎に1得点が加算され偶数得点となります。すなわち3得点エリアでのジャンピンク、キャッ

チは4得点、最長工リアでのジャンピンクキャッチは10得点となります。

自



小型犬・シニアドック・ベア・チャレンジルール (JFAチャレンジ‘コート)

小型犬大会・シニアド、ツグ大会-ペア大会

チャレンジ大会・チャレンジトーナメン卜大会

-フィールドサイズ……・ 一長さ:55m-----62.5m 幅:20m-----25m 

・スローイングエリア.........スター卜幅9m 後方5m

[競按ルール] (テ、ィスタンス競技)

・小型犬大会は、 45秒、予選2ラウンド、決勝1ラウンド (5チーム)にて行う。予選第lラウンド

にて獲得得点2ポイン卜以下のチームは第2ラウンドへの進出はできない。 (3ポイン卜必要)

-シニアドッグ大会は、 45秒、 1.2ラウンド制を全チームにて実施。(決勝ラウンドは行わない)

-ベア大会は、 60秒、予選2ラウンド。(決勝ラウンドは行わない)

-予選第1ラウンドにて獲得得点2ポイン卜以下のチームは第2ラウンドへの進出はできない。 (3

ポイン卜必要)

-ペアは大人と子供、男女、子供と子供、女性同士とする 0

.子供は小学生以下とする。

-第1投目は女性もしくは子供から投げなければならない。

-次投プレーヤーが犬からフリスビーを受取らなければならない。

.チャレンジ大会は、45秒、予選2ラウンド、決勝1ラウンド (3チーム)にて行う。予選第1ラウ

ンド獲得得点、0ポイントのチームは第2ラウンドへの進出はできない。

.チャレンジトーナメント大会は、 トーナメント方式の勝ち抜き戦で行うが、 1回戦は総参加者数に

より対戦チームが異なる。決勝戦は参加者数により2チーム対戦の場合、 3チーム対戦の場合で行

われる事がある。同一オーナーでも決勝3チーム対戦の場合のみ2頭までは出場可能とする。

[共通事項1

・スタート第l投目は必すスタートライン9m以内より犬が出て行かなければならない

.2投目以降も選手はスタートライン9mエリア内よりスローイングを行わなければならない。

-キャッチ後、犬がスタートラインより7.5m以内に戻った段階で、得点は有効となる。但しその後、

犬は必す、スタートライン9mエリア内lこ4本足が入らなければ次投のスローイングは無効となる。

-場外ヘ出たフリスビ-以外、フィールド内ではスタートラインより7.5m以外でフリスビーに触れ

る事はキャッチ後でもフアールとみなされる。

-競技中に糞尿行為のあった場合はその段階で、失格となるが、それまでに獲得した得点、は有効となる。

但し、糞尿行為直前にキャッチした得点は犬がスタートライン力¥S7.5mライン内に戻っていた場

合のみ得点対象となる。

-チャレンジ大会及びチャレンジトーナメン卜大会に於いて年度中に2回優勝をしたチームは、チャ

レンジ大会に年度内は参加出来ません。上位クラスへのステップアップをしていただきます。

園



チャレンジフリーフライトルール (JFAチャレンジ‘コート)

チャレンジフリーフライト大会

-フィールドサイズ・・・・・・・・・・・・長さ :55m'"'"'62.5m 幅 20m'"'"'25m 

・スローイングエリア …ー スター卜幅9m 後方5m

[競按ルール]

-フリーフライト競技。

.60秒、予選2ラウンドにて実施。予選第1ラウンドはフリーフライト競技。予選第1ラウンド上位

5組により、第2ラウンド45秒をディスタンスにて実施。チャレンジコートを使用とし、ルールは

チャレンジ大会と同様です。獲得合計得点により上位者が優勝。

-採点方法は公式フリーフライトに準する。

-使用ディスクはJFAフリスピーディスクもしくは、小型犬用ディスク (Mサイズ、テ、ィスク)とする。

'-'FAチャレンジコート得点基準
小型犬大会・シニアド、ツグ大会-ペア大会-チャレンジ大会 -

チャレンジトーナメン卜大会 ・チャレンジフリーフライト大会

スタートライン'"'"'7.5m未満エリアは0/0得点、

7.5m'"'"'15.0m未満工リアは1or2得点、

15.0m'"'"'22.5m未満エリアは3or4得点

22.5m'"'"'30.0m未満エリアは5or6得点

30.0m'"'"'37.5m未満工リアは70rB得点

37.5m'"'"'52.5m未満工リアは9or10得点

52.5m以上はO得点(コースアウト)

-奇数得点は通常キャッチでの得点を表しますが、ジャンピングキャッチを行った場合はそれぞれの

エリア毎に1得点が加算され偶数得点となります。すなわち3得点エリアでのジ、ャンピンク‘キャッ

チは4得点、最長工リアでのジャンピンクキャッチは10得点、となります。

園



ビギナールール (JFAビギナーコート)

ビギナ一大会・レトリーブ大会-こども大会

-フィールドサイズ・・・・・・・・・・・・長さ:55m------62.5m 幅:20m------25m 
・スローイングエリア……・スター卜幅9m 後方5m

[競技ルール1(テ、ィスタンス競技)

-ビギナ一大会は、 60秒、予選1ラウンド、決勝1ラウンド (10チーム)にて実施。フリスビーを
キャッチ後、競技犬はフリスビーを喰えた状態で4本の足がスタートライン (9mエリア内)を超
えたところで得点と怠る。
年度中に2回優勝をしたチームは、イ l し寸大会「年戸内は換加出来ません。上位クラスへのス
テッブアップをしていただきます。 芯守干/fJ 」 ジ

-こども大会は、 45秒、 1.2ラウンド制を全チームにて実施。(決勝ラウンドは行わない)

フリスビーをキャッチ後、競技犬はフリスビーを喰えた状態で4本の足がスタートライン (9mエ
リア内)を超えたところで得点となる。

-レトリーブ大会は、 60秒、予選1ラウンド、決勝1ラウンド (10チーム)にて実施。フリスピー
ディスク以外の使用も可能。ジャンピング得点は無く、フリスビーを空中でキャッチした場合のみ
偶数得点。それ以外地面に落ちた物も含め有効得点、となり、全て奇数得点、とする。得点はレトリー

ブした物を喰えた状態で4本の足がスタートライン (9m工リア内)を超えたととろで得点となる。

{共通事項1
・スタート第1投目は必す、スタートライン9m以内より犬が出て行かなければならない

.2投目以降も選手はスタートライン9mエリア内よりスローイングを行わなければならない。
-キャッチ後、犬がスタートライン上の (9mエリア内)Iこ戻った段階で、得点は有効となる。
-犬は必す、スタートライン9mエリア内lこ4本足が入らなければ次投のスローイングは無効となる 0

.競技中に糞尿行為のあった場合はその段階で失格となるが、それまでに獲得した得点は有効となる。

但し、糞尿行為直前にキャッチした得点はスタートライン (9m工リア内)に戻っていた場合のみ
得点対象となる。

..JFAビギナーコート得点基準

スタートライン------7.5m未満工リアは1or2得点
7.5m------15.0m未満工リアは3or4得点

15.0m------22.5m未満エリアは5or6得点
22.5m------30.0m未満エリアは70rB得点
30.0m------52.5m未満エリアは9or10得点
52.5m以上はO得点(コースアウト)

-奇数得点は通常キャッチでの得点を表しますが、ジャンピンク、キャッチを行った場合はそれぞれの

工リア毎に1得点が加算され偶数得点となります。すなわち3得点工リアでのジャンピンク、キャッ
チは4得点、最長工リアでのジャンピンク、キャッチは10得点となります。(レトリーブ大会は上記
jレールによる)

園



スリーマンオーフンルール (JFAオープンコート)

-フィールドサイズ............長さ:62.5m 幅・ 20m.-.....25m

・スローイングエリア……・・スター卜幅9m 後方5m

【競技ルール]

-ディスタンス競技。

スリーマンオープン大会

.3名3頭でチームを組み行うリレー競技。小型犬ディスク (Mサイズディスク)をバトンとし、 2

分15秒 (45秒x3名)で行う。告チーム1名以上は女性もしくは子供(小学生以下)を入れる。

但し、子供3名、女性3名の場合はチャレンジコート採点方式とし、ハンディを設ける。

. 1ラウンド制で実施。 3名の獲得得点上位組が優勝。

-スター卜第1投目は必す、スタートライン9m以内より犬が出て行かなければならない。

・キャッチ後、犬がスタートラインより7.5m以内に戻った段階で得点は有効となる。但しその後、

犬は必す、スタートライン9mエリア内に4本足が入うなければ次投のスローイングは無効となる。

・場外へ出たフリスビ-以外、フィールド内ではスタートラインより7.5m以外でフリスビーに触れ

る事はキャッチ後でもファールとみなされる。

-糞尿行為があった場合は失格とならないがタイマーは止めない。

スリーマンオープン得点基準

[得点基準]

スタートライン.-.....15m未満工リアは0/0得点

15.0m.-.....22.5m未満工リアは1or2得点

22.5m.-.....30.0m未満工リアは3or4得点、

30.0m.-.....37.5m未満工リアは5or6得点

37.5m.-.....45.0m未満工リアは70rB得点

45.0m.-.....52.5m未満エリアは9or10得点、

52.5m以上はO得点(コースアウト)

-奇数得点は通常キャッチでの得点を表しますが、ジャンピンク‘キャッチを行った場合はそれぞれの

エリア毎に 1得点が加算され偶数得点となります。すなわち3得点、エリアでのジャンピンク、キャッ

チは4得点、最長工リアでのジャンピンク、キャッチは10得点となります。

国



2003年度との相違点

会員の皆様へは、会報と一緒に2004年度開幕戦の案内を郵送致しておりますが、一部ルール改正があります。2003年度

ルールとの相違点を"競技会ルールと規約の変更"として掲載致しました。確認の上競技会に参加していただきたいと思います。

く公式選手権〉

公式シリーズ選手権/公式オープン選手権/公式トーナメン

ト選手権

*7大会以上の参加でジャパンファイナルノミネート対象の

基準とします。

*ジャパンファイナルへのノミネート対象は敗者復活選手権

からのノミネー卜も含め1オーナー2頭までとする。但し、

敗者復活選手権枠は7大会以上参加、公式ポイント5ポイ

ント以上で参加権を得るものとします。

*敗者復活選手権からジャパンファイナルへのノミネ一卜

は、 1オーナー1頭のみといたします。

公式レディース選手権/公式レテ、イーストーナメント選手権

*5大会以上の参加でジャパンファイナルノミネ一卜対象の

基準とします。

*敗者復活選手権は5大会以上参加、公式ポイント3ポイン

卜以上で参加権を得るものとします。

*敗者復活選手権かうジャパンファイナルへのノミネート

は、 1オーナー1頭のみといたします。

公式フリーフライト選手権

*2ラウンドディスタンス45秒に変更 ※最終5(5.5)ポ

イン卜工りアを排除します。

*決勝ラウンド進出は、予選ラウンド上位5チームとします。

*ジャパンファイナル選考ポイントは、予選ラウンド(1 

2円)までの合計ポイントとしますが、決勝進出者に限り、

lラウンドに行ったフリー競技のポイントまたは、決勝ラ

ウンド、に行ったフリー競技のポイントのどちらか高いほう

を、 2ラウンドに行ったディスタンスのポイントと加算で

きることとします。

公式ロン夕、ディスタンス選手権

*表彰記録基準を設定しました。女性は35M以上。男性は

45M以上を表彰記録基準とします。基準に達成しなくて

も、記録は残りますがジャパンファイナル選考記録には加

えられません。

(出場規定大会数には含まれる)

*スローイングエリアにおけるスタートラインの幅は5M。

J¥ックヤードは最低10Mを確保。

*計測は、スローイングをした投者のからだの前方スタート

ライン上かう競技犬がキャ ッチをしたフリスビーに近いほ

うの前足の位置までの記録とします。競技犬がフリスビー

をはじいた場合は、その後キャッチすれば記録となります。

この場合、最初にはじいた位置が計測地点となります。

〈各種大会〉

。ジャパンファイナル種目からペア大会を除きます。

Oこども大会をジャパンファイナル種目に加えます。

。ジャパンファイナル選考基準となる大会数は全て5大会と

します。(変更なし確認事項)

。ジャパンファイナルの選考基準と芯る5大会の合計とする

ポイントは、全て予選ラウンド (第1ラウンド、第2ラウ

ンド)の合計ポイントとします。

ユースオープン大会

*2003年度とルールは変更ありませんが、告都道府県にお

いて、激戦地域、少人数地域の平等性を図るため、激戦地

域では都道府県の中の地区分けを行い、少人数地域では都

道府県の合併を行います。なお、分割合併については、

2003年度の参加チーム数実績に基づいて慎重に検討いた

しまして後日お知うせいたします。

小型犬大会

*変更点芯し

シニアドッグ大会

*全てのチーム45秒2ラウンド制とし、決勝ラウンドは行

いません。

チャレンジ.大会/チャレンジ‘トーナメン卜大会

*年度中に2回優勝したチームは、チャレンジ大会に年度内

は参加できません。上位クラスへのステッブアップをして

いただきます。

ピギナ一大会

*年度中に2回優勝したチームは、ビギナ一大会に年度内は

参加できません。上位クラスへのステッブアップをしてい

ただきます。

こども大会

*全てのチーム45秒2ラウンド布IJ。決勝ラウンドは行いま

せん。

*ジャパンファイナルでは、低学年/高学年のクラス分けを

します。最初に参加した時点の学年が小学三年生以下を低

学年クラス。小学4年生以上を高学年クラスとします。

(小学生に満たないお子様は低学年クラスと芯ります)

*ジャパンファイナルノミネー卜数は、低学年高学年ともに

10チ ム、合計20チームとします。

ベア大会

*60秒2ラウンド制とします。2ラウンドへ進出できるのは

3ポイン卜以上必要となります。

*2ラウンド終了時点で順位を決定し、決勝ラウンドは行い

ません。

スリーマンオーブン大会

*アトラクションゲームとして当日参加にて行います。今年

は、使用するディスクを小型犬ディスク (Mサイズディス

ク)にて行っていただきます。

園
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公式シリーズ選手権ポイント表

チーム数 71以上 70 -----51 50-----30 

1位 30 25 20 

2位 20 (10+2) 20 (10+2) 15 (7.5+ 1) 

3位 15 (7.5+2) 1 5 (7.5+2) 10 (5.0+ 1) 

4 イ立 10 (5.0+2) 10 (5.0+2) 7 (3.5+ 1) 

5位 ア (3.5+2) 7 (3.5+2) 5 (2.5+ 1) 

6位 5 (2.5+2) 5 (2.5+2) 3 (1.5+ 1) 

ア位 3 (1.5+2) 3 (1.5+2) 2 (1.0+ 1) 

8位 2 2 

9位 2 2 

10位 2 2 

1 1位 2 2 

12位 2 2 

13位 2 2 

14位 2 2 

15位 2 2 

16位 2 

17位 2 

18位 2 

19位 2 

20位 2 

21位

22位

23位

24位

25位

26-----30位

※第2ラウンド進出チームで、順位枠外のチームには 『公式シリーズファイナルポイント0.5点』が

与えられる。

※( )内のポイント説明-予選2ラウンドを終えて 『同じ人-同じ犬Jで決勝ラウンド進出が出来

なかった場合のポイン卜です。

例:エントリー数71チーム以上の場合。1.2ラウンド終了後、同一人 (同一犬の場合も含む)が2

位と4位に入っていた場合、予選4位のチームが8位へと順位は下がりますが、 『公式シリーズファ

イナルポイント』は4位の半分5ポイントと、 8位の2ポイン卜の計アポイントが与えられる。

固



公式オーブン選手権ポイント表
チーム数 61以上 60 ~ 41 40 ~ 26 25 ~ 15 

1位 20 15 10 7 

2位 15 (75+2) 10 (50+2) 7 (35+2) 5 (25+1) 

3位 10 (50+2) 7 (35+2) 5 (25+2) 4 (20+1) 

4位 7 (35+2) 5 (2.5+2) 4 (20+2) 3 (15+1) 

5位 5 (25+2) 3 (15+2) 3 (15+2) 2 (10+1) 

6位 2 2 2 

7位 2 2 2 

8位 2 2 

9位 2 2 

10位 2 2 

11位 2 

12位 2 

13位 2 

14位 2 

15位 2 

16位

17位

18位

19位

20位

21位

22位

23位

24位

25位

※第2ラウンド進出チームで、順位枠外のチームには 『公式ファイナルポイン卜0.5点Jが与えられる。

※( )内のポイン卜説明-予選2ラウンドを終えて 『同じ人 ・同じ犬Jで決勝ラウンド、進出が出来左よかった場合のポイントです。

例 .エントリー数61チーム以上の場合。1・2ラウンド終了後、同一人 (同一犬の場合も含む)が1位と2位に入っていた場合、

予選2位のチームが6位へと順位は下がりますが、『公式ファイナルポイントjは2位の半分7.5ポイン卜と、 6位の2ポイント

の計9.5ポイントが与えられる。

公式トーナメント選手権

決勝 3チーム対戦 決勝3チーム対戦 決勝 2チーム対戦 決勝3チーム対戦

チーム数 49以上 48 ~ 36~25 24 ~ 16 1 5 ~ 12 

1位 20 15 10 7 

2位 15 10 5 <25+2> 3 

3位 10 (50+5) 7 (35+3) 2 2 (10+1) 

4 イ立 5 3 2 

5位 5 3 

6位 5 3 

7位 2 

8位 2 

9位 2 

10位 2 

11位 2 

12位 2 

13位 2 

14位 2 

15位 2 

16位 2 

17位 2 

18位 2 

※( )内のポイン卜説明…決勝戦が3チーム対戦の場合、 『同じ人・ 同じ犬』で決勝戦進出が出来なかった場合のポイントです。

例 エン トリー数49チーム以上の場合。準決勝終了後、同一人(同一犬の場合も含む)が決勝戦に入っていた場合、準決勝の

得点の低いチームが4位へと順位は下がりますが、 『公式ファイナルポイントJは3位の半分5ポイントと、 4位の5ポイン 卜の

計10ポイン卜が与えられる。

※く 〉内のポイント説明ー決勝戦が2チーム対戦の場合、 『同じ人 ・同じ犬』で、決勝戦進出が出来なかった場合のポイントです。



公式レディース選手権 ポイント表
チーム数 25以上 24 ~ 16 15 ~ 10 

1位 15 10 7 

2位 10 (50+2) 7 (35+1) 5 (25+05) 

3位 7 (35+2) 5 (25+1) 3 (15+05) 

4位 5 (25+2) 3 (15+1) 2 (10+05) 

5位 3 (15+2) 2 (10+1) 1 (05+05) 

6位 2 

7位 2 

8位 2 

9位 2 

10位 2 

11位

12位

13位

14位

15位

※第2ラウンド進出チームで、順位枠外のチームには 『公式レディースファイナルポイント0.5点』が与えうれる。

※( )内のポイント説明…予選2ラウンドを終えて 『同じ人・同じ犬』で決勝ラウンド、進出が出来なかった場合のポイントです。

例 ，エントリー数25チーム以よの場合。 1・2ラウンド終了後、同一人(同一犬の場合も含む)が2位と4位に入っていた場合、

予選4位のチームが6位へと順位は下がりますが、 『公式レディースファイナルポイントJは4位の半分2.5ポイントと、 6位の

2ポイントの計4.5ポイントが与えられる。

公式レディーストーナメント選手権

決勝3チーム対戦 決勝3チーム対戦 決勝2チーム対戦 決勝3チーム対戦 決勝2チーム対戦

チーム数 48以上 48~36~25 24 ~ 16 15 ~ 12 11 ~8 

1位 20 15 10 7 5 

2位 15 10 5 (2.5+2) 3 3 (1.5+1> 

3{:立 10 (50+5) 7 (35+3) 2 2 (10+1) 

4位 5 3 2 

5位 5 3 

6位 5 3 

7位 2 

B位 2 

9位 2 

10位 2 

11位 2 

12位 2 

13位 2 

14位 2 

15位 2 

16位 2 

17位 2 

18位 2 

※(  )内のポイン ト説明…決勝戦が3チーム対戦の場合、 『同じ人・同じ犬Jで決勝戦進出が出来なかった場合のポイン卜です。

例.エントリー数48チーム以上の場合。準決勝終了後、同一人(同一犬の場合も含む)が決勝戦に入っていた場合、準決勝の

得点の低いチームが4位へと順位は下がりますが、 『公式レディースファイナルポイン卜Jは3位の半分5ポイン卜と、 4位の5
ポイントの計10ポイン卜が与えられる。

※く 〉内のポイント説明 -決勝戦が2チーム対戦の場合、 『同じ人 -同じ犬』で決勝戦進出が出来なかった場合のポイン卜です。
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..JAPAN FINAL 2004 
告競技ノミネー卜選考基準

@ジ.ャパンファイナル出場資格について

*ジャパンファイナル開催時においてJFA会員であること。

*JFA本部がジャパンファイナルノミネー卜者とし相応しいと認めた会員。

@グランドチャンピオンシップ ノミネー卜基準について

*全ての公式ポイン卜(公式シリーズ選手権、公式オーブン選手権、公式トーナメン卜選手権)を総称

し「公式ポイント」という。

*公式シリーズ選手権に於いて上位チームに与えられるポイン卜を「公式シリーズファイナルポイン

卜」とする。年間「公式ポイント」取得者で、 Eつ公式シリーズファイナルポイン卜を10ポイン

ト以上取得している上位組より35組をノミネ-卜対象とする。(35位複数の場合も含む)

*上記35組(複数の場合もある)を除いた中より 『公式ポイン卜J上位15組(最大)がノミネー

卜対象とする。この場合公式シリーズファイナルポイン卜が0ポイン卜であってもノミネート対象

となる。以上の結果ノミネー卜50組が決定する。(50数組になる場合もある)

*敗者復活戦は最大上位5組をノミネー卜対象とする。

*ア大会以上の参加でジャパンファイナルノミネート対象の基準と致します。

*敗者復活選手権は7大会以上参加し、公式ポイント5ポイン卜以上で参加権を得るものとします。

*ジャパンファイナルへのノミネ-卜対象は敗者復活選手権からのノミネートも含め1オーナー2頭

までとする。但し、敗者復活選手権枠からジャパンファイナルへのノミネ-卜は、 1オーナー1頭

のみと致します。

。昨年度のグランドチャンピオンチームは、公式ポイン卜30ポイント取得にてノミネー卜とする。

。昨年度の年間公式ポイン卜シリーズチャンピオンチームは、公式ポイン卜30ポイン卜取得にてノ

ミネ-卜とする。

.フリーフライトチャンピオンシップ ノミネート基準について

*公式フリーフライト選手権に於いて5大会の最高獲得得点の合計上位12組をノミネート対象とする。

*上記12組を除いた中より公式フリーフライト選手権に於いて3大会の最高獲得得点の合計上位5組

をノミネー卜対象とする。

*ノミネート対象は全て1オーナー2頭までとする。

*敗者復活は年聞を通して3大会以上の出場者で、すでにノミネー卜を受けた17組以外の中より年

聞を通じ 1大会に於いて最高得点獲得者より最大上位3組をノミネ-卜対象とする。但し敗者復活

に於いては1オーナー1頭のみ対象とする。

*ジャパンファイナル選考ポイントは、予選ラウンド(1ラウンド .2ラウンド)までの合計ポイン

卜としますが、決勝進出者に限り、 1ラウンド、に行ったフリー競技のポイン卜又は、決勝ラウンド

に行ったフリー競技のポイントのどちらか高い方を2ラウンド、に行ったテ、ィスタンスのポイン卜と

加算できる事とします。

。昨年度のチャンピオンチームは、 1シーズンに於いて2大会以上決勝ラウンドヘ進出する事により、

ノミネー卜とする。

固



-ロンク.テーィスタンスチャンピオンシップ ノミネート基準について

*年間3大会以上出場者のなかより男女共に最長記録者上位各14組をノミネー卜対象とする。但し、

ジャパンファイナル選考記録に達したチームとする。

(女性は35.00m以上 男性は45.00m以上)

*ノミネー卜は1オーナー2頭までとする。

。昨年度のチャンピオンチームは3大会以上出場にてノミネートとする。(記録がOmの場合で、もノミ

ネー卜対象となる)

.レテ‘ィースチャンピオンシップ ノミネー卜基準について

*年間獲得「レテ、イースポイン卜」上位25組を対象とする。

*敗者復活戦は最大上位5組をノミネ-卜対象とする。

*グランドチャンピオンシップにも同一犬でノミネ-卜を受けるチームはどちらかに出場するか選択

を行わなければならない。

*5大会以上の参加でジャパンファイナルノミネー卜対象の基準と致します。

*敗者復活選手権は5大会以上参加し、公式レディースポイン卜3ポイン卜以上で参加権を得るもの

とします。

*ジャパンファイナルへのノミネー卜対象は敗者復活選手権からのノミネートも含め1オーナー2頭

までとする。但し、敗者復活選手権枠かうジャパンファイナルへのノミネー卜は、 1オーナー1頭

のみと致します。

@小型犬、シニアドッグ、こどもの部 ノミネート基準について

*小型犬の部、シニアド、ツグの部は年間5大会以上出場し、 5大会の最高獲得得点の合計上位15組を

ノミネ-卜対象とする。

*こどもの部は年間5大会以上出場し、 5大会の最高獲得得点の合計上位低学年クラス10組、高学年

クラス10組の計20組をノミネー卜対象とする。

*ノミネー卜は1オーナー2頭までとする。

*2004年度よりジャパンファイナルの選考基準となる [5大会の合計Jとするポイン卜は、全て予

選ラウンド(第1ラウンド・第2ラウンド)の合計ポイントとします。

.ユースオープンの部 ノミネート基準について(目指せファイナル甲子園)

*[47都道府県』より、各々5組(最大235組迄)をノミネー卜とする。

ノミネー卜基準は、年間5大会以上出場し、 5大会の最高獲得得点の合計上位各都道府県より5組

をノミネートとする事となっておりますが、各都道府県に於いて激戦地域、少人数地域の平均性を

図るため、激戦地域では都道府県の中の地区分けを行い、少人数地域では都道府県の合併を行いま

す。尚、分割合併については2003年度の参加チーム数や実績に基づいで慎重に検討致しまして後

日お知らせ致します。

*ノミネートは1人1頭までとする。

*グランドチャンピオンシップノミネー卜者は、ユースオーブンの部ファイナル戦の出場権利を失う。

*ユースーオーブンの部ファイブソレ戦は、ノミネー卜数に関わらす、個人の部及び県別(団体)の部

から優勝者が決定となる。

園



一年間お世話になりました協賛企業各社一覧

.ネスレビユリナペットケア株式会社

ネスレジャパングループ

・株式会社スノーピーク

.OOGDEPT 

・フエンダージャパン株式会社

・国際ペットワールド専門学校

~APAN FINAL 2003 in KOBE協賛企業各社一覧

-後 援:神戸市、神戸市交通局、(財)神戸市公園緑化協会、 OiscoveringThe World 

・特別協賛:ネスレピユリナペットケア株式会社

ネスレジャパングループ

・協 賛:旭化成ホームズ株式会社

ア二コム

工ムケースエマツ株式会社

国際ペットワールド専門学校

コ夕、ック

コ二力ミノルタNC株式会社

有限会社篠原染工

ズノーピーク

誠文堂新光社

セルヴ、ア塚口ウイング

ソフトパンクBB株式会社

太陽工業/イー工クスナニワ

株式会社タ力ラ

OOG-DEPT 

特定非自利活動法人!くnots

ヒュンダイモータージャパン株式会社

フ工ンダー・ジャパン

プロスペク卜

ラガーコーポレーション
(あいうえお)1慎)

フリスビー@は米国WHAM-O社の登録商標です。

SKYDOG'!!lは有限会社スカイボックスの登録商標です。

SKY DOC@ SPORT 

2003年 DECEMBER発行

発行所 日本フリスピードッグ協会

Vo1.6 

干951-8133新潟県新潟市川岸町3丁目17番29号
TEL 025 -234 -2100 
FAX 025 -234 -2101 

ホームページ http://www_frisbeedog_co_jp/

印刷 新高速印刷株式会社



国E温阻む・・~IJ~・@ 

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

単品 ιi 品単~ぷ 出品2812こ111
‘!‘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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