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JFA FRISBEE○ DOG CHAMPIONSHIPS 2020R

年間チャンピオン・コメント

　今シーズンは、いろんな意味で本当に大変なシーズンだった

と思います。世間では新型コロナの蔓延により 4 月には非常事

態宣言の発出、それにより大会も約 2 か月間に渡り中止となる

異常なシーズンとなり、また、プライベートに於いても次から

次へと何かと問題をかかえる最悪な 1 年でした。プレーに於い

ても前半は良い感じで余裕を持ってプレーが出来ましたが、後

半戦になるにしたがって心に余裕がなくなり満足のいくスロー

が出来ず、その都度 Neith には負担をかけてしまい、申し訳な

く思います。

　そんな悪い流れの中、仲間の応援もありなんとか 2 年連続年間チャンピオンを獲れて本当によかったです。しかも、年間

最多勝も頂くことが出来ました。“終わりよければすべてよし。”（グラチャンは撃沈しましたが…。）

　来シーズンは 6 ヶ月間という短いシーズンになりますが、1 戦 1 戦楽しみながら目標に向かってがんばっていきたいと思

います。これからも宜しくお願いします。

2020
SERIES

 CHAMPION

2020年度 シリーズチャンピオン

北川 安洋 ＆ Neith

2020
SERIES

 CHAMPION

今年度は、コロナに苦しめられた大変な年でした。令和

３年になってもコロナの猛威は続いており、早く終息する

事を祈るばかりです。そんな中で関係者の方々、選手の皆

様大変お疲れ様でした。

　今年もライリーの頑張りのおかげで昨年同様に年間ス

モールドッグチャンピオン、ベストスコアゲームオブザイ

ヤー、年間最多勝、５年連続ファイナル出場を得ることが

出来ました。実は、もうひとつ是が非でも欲しかったタイ

トルがあったのですが、今年もまた夢を叶えることが出来

なくて悔しい思いを残してしまいました。今年の成績は、

圧巻の勝率を残していただけに本当に残念でなりません。

　次のシーズンからは、今までの様には参加出来なくなる

かも知れません。６歳になるライリーももっともっとフリ

スビーで遊びたいと思います。難しい環境になりそうです

がまた皆さんにお会いして一緒にプレー出来ることを何よ

りの楽しみにしております。

2020年度 スモールドッグ年間チャンピオン

佐藤一弥 ＆ ライリー
2020
SERIES

 CHAMPION

　ジャパンファイナルお疲れさまでした。憧れのシリーズ

チャンピオン。九州では遠征してポイントを追うには負担

が大きくシリーズチャンピオンは諦めておりました。

　それをゴーちゃんが見事に叶えてくれました。もちろん

私一人の力ではどうにもなりませんでした。多くの方々の

支えがありゴーちゃんのパフォーマンスあって手にしたも

の本当に感謝しております。ありがとうございました。

　まだまだ多くの課題や未熟さがある我が家ですが、皆さ

んと楽しくプレー出来るよう精進いたします。

　コロナ渦の中、日常が変化して不安な毎日ではあります

が皆様のご健康お祈り申し上げます。　

2020年度 レディース年間チャンピオン

間  美加 ＆ Gold
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　あがり症の私はいつも決勝やここぞという時にミスをして

2020 年度は優勝も少なく、タイトル戦も獲る事ができず、

　ライガに頼りっきりの年でした。その私がまさか『優勝で

きるなんて』と帰路に着き荷解きするまで実感がわきません

でした。

　今回優勝できたのは本当にライガのおかげです。ライガあ

りがとう！

　そして、家族、友達、九州勢のみんなが応援してくれたか

らこそ出来た事。特に九州勢の応援の声は本当に心強かった

です。

　みんなありがとうー！また新シーズンもみんなとワンズと

一緒に楽しく笑いながら過ごせたらいいなぁと思います。

　最後にコロナ

が終息し、平穏

な世の中が早く

訪れる事を願っ

ています。

2020年度 レディースチャンピオン

松野下裕子 ＆ ライガ

　フリスビードックを始めて 23 年、ゴールデンレトリバーの Skip と子供

大会から参加し始めた私。当時は子供大会の参加者も多く親についてきて

いる子供同士が友達でもあり、ライバルでもあるという独特の環境でした。

それはとても楽しく、家族全員でフリスビードックにハマっていき毎週の

ように大会に参加。世間では思春期といわれる年齢の時も父との車中泊を

物ともせず周りの友達にもびっくりされていたのを覚えています。同じよ

うに親についてきていた子供の一人、伸ちゃんと結婚。さらに家族総出で

のめり込んでいきました。

　グラチャン 8 回目、11 歳のナバちゃんと迎えた今大会。ナバちゃんと優勝を狙うには今年が最後と思い予選ラウンドに挑み

ました。伸ちゃんは私のサポートに徹してくれ、決勝では佐藤克行さんのアドバイスも意識して 1 分間を楽しみました。歴代

のパートナーとの夢であったグラチャンをナバちゃんと叶えることができ、とても嬉しいです。いつもサポートしてくれた家

族ありがとう！これからもよろしく！

2020年度 グランドチャンピオン

木田和夏 ＆ Little Navajo

色々と変わった年。

変わらずに目の前に

いてくれる犬達。

それだけで幸せだけ

ども、一緒に遊んで

る時の楽しさや苦し

み喜びを求めて、今

年も競技に参加。そ

してファイナルへ。

　当日は万全な状態

ではない中でも高い

クオリティでやり

切ってくれたライラにあっぱれ。

　それなのにミスを連発で足を引っ張った自分に喝。

　それはさておき、やはり組数が多いのは楽しい。見ていて

も新鮮だし、そういう見せ方もあるのかと、勉強にもなりま

した。

　最後に会場で応援してくれたブリーダーさん、コーチャー

にチームと主催者様、プレイヤーと犬、鈴鹿の獣医さんあり

がとうございました。

　来年のことを言えば鬼が笑いますが…オープンもファイナ

ルにいこう！

2020年度 フリーフライトD-1MAX チャンピオン

高橋 諒 ＆ Layra
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　ドラゴンハヤト、吉武とペ

アを組んで 2 年目にしてペア

チャンピオンになる事が出来

ました。

　我が家にやって来た時に

は、この子はディスクドッグ

になれるのだろうかと不安で

したが、2013 新潟ファイナ

ルで、父スワンが獲れなかっ

た吉武とのペアチャンピオ

ン。忘れ物を取り戻したよう

で、本当に嬉しかった‼
　ハヤトを授けてくれた、

るっちょ。ありがとう。ジュピターおじいちゃんとディタお

ばあちゃんもきっと喜んでくれています。

　応援していただいた皆様、ありがとうございました。そし

て竜司。ハヤトをディスクドッグに育ててくれて、ペアを組

んでくれて、本当にありがとう。まだまだこの先もレディー

スで頑張って参ります。よろしくお願いします。

― 川 嶋 久 美 ―

2020年 ペアの部チャンピオン

川嶋久美・吉武竜司
＆ DRAGON HAYATO

　Tiamat は初めて会った日から私達との縁を感じた不思議

な子でした。我が家に来た初日から笑顔を振り撒き、あっと

いう間に先住犬とも仲良くなり、その陽気な性格は今現在も

変わる事なく毎日が大爆笑です。

　そんな Tiamat ですが体が少し華奢なので身体作りを中心

に大会に参戦していました。ちょっと不思議ちゃんなので大

会では𠮟る事はせず、のんびりゆるゆるの状態でやって来ま

した。まさかファイナルの張り詰めた空気の中で、普段以上

の力を発揮し優勝するなんて。最高の思い出となりました。

しかも、親元さんの目の前で、その姿を見て頂けて本当に良

かったです。

　皆さんご存知の、行きは早いが戻る時はテケテケ走り。愛

称は「たぁ～たん」決してお笑いを目指している訳ではあり

ません。お笑い担

当はソニックだけ

で十分です。( 笑 )

　これからも、皆

に愛され、イジラ

れながら、ゆっく

りと頑張っていこ

うと思いますので

ヨロシクお願いし

ます。

　『く ろ べ ぇ』は

10 年前に近所に捨

てられていたのを

保護した雑種です。

保護した頃の我が

家 は フ リ ス ビ ー

ドッグ競技を辞め

ていたので､まさか

フリスビーが出来るようになるとは思っていませんでした。

　しかし、先代の「らぶ菜」のキャッチを見てマネをするよ

うになり、徐々に空中でキャッチできるようになりましたが、

キャッチしても脱走するなどしていました。

　先代の「らぶ蔵」が亡くなってからはその魂を受け継いだ

ように、一直線にフリスビーを手元まで持って来るようにな

り、辞めていたフリスビードッグの大会に我が家を連れ戻し

てくれました。

　その後は先代「らぶ蔵」「らぶ菜」が成し得なかった 10×4

を何度も達成し、シニアドッグになってからはチャンピオンを獲

得するなど、まるで拾った恩を返してくれているようです。

そんな『くろべぇ』と魂を継承してくれた「らぶ蔵」「らぶ菜」、

そして『くろべぇ』の重荷を下ろしてくれた「デトネ」に感

謝します！

　はじめに新型コロナウィルスにより罹患された皆様に心よ

りお見舞い申し上げます。また、感染拡大防止に日々ご尽力、

運営されている協会スタッフの皆様に感謝申し上げます。

　公式小型参戦２年目、万事柚頼みで、どうにか Japan 

Final の切符を得ている当ペアがまさかの「栄冠は君に輝く」!!!

勝因は、柚のキャッチセンスのお陰に尽きますが、優勝トロ

フィーが我が家にある今でも信じられません。たぶん私の一生

分の幸運が一気に舞い降りてきたのでしょう。また、後ろで応

援して下さる声掛け心地良く耳に響き、緊張感無く、柚と楽し

く試合に臨むことが出来ましたこと、感謝申し上げます。

　今後はチャンピオ

ンの名に恥じぬよう

投げ手の実力向上

が、2021 の目標と

いう奇妙な状態です

が、柚と夫婦共々フ

リスビードッグ道に

精進して参ります。

ありがとうございま

した。

2020年度 スモールドッグチャンピオン

赤坂 菓 ＆ 柚

2020年度 シニアドッグの部チャンピオン

一柳浩一 ＆ くろべえ

2020年 ユースオープンの部チャンピオン

北川安洋 ＆ Tiamat
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日本フリスビードッグ協会
〒950-0993　新潟県新潟市中央区上所中2-1-6
TEL.025-280-1256　FAX.025-280-1257
URL:http://www.frisbeedog.co.jp

SKYDOG  SPORTS  Vol.31
日本フリスビードッグ協会 会報

Wham-O社製 フリスビー  （競技会使用可能）

ファストバックタイプ・フリスビー ミニ・フリスビー

ロングリード

※フリスビーはWham-O社の登録商標です

STANDARD
28㎝×2本

MIDI
20㎝×2本

MAXI
30㎝×1本

オリジナルディスク  （競技会使用可能） トライアルボール  （競技会使用可能）

トレーニング用品 （JAPAN FINAL 2020より取扱開始!!） 

布製ディスク Nunosbee

日本製 Mサイズ・ディスク

JFA-SHOPPING
http://frisbeedog.co.jp/hp-data/shop/

大サイズ
（6.5cm）

中サイズ
（5.5cm）

小サイズ
（4.0cm）

MICRO
12.5㎝×2本

MINI
18㎝×2本

ボールのサイズは
5cm・7cm・9cmの
3種類からお選
下さい。

（蓄光タイプ）


