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第26回 フリスビードッグ日本一決定戦

令和元年 新潟市長杯 主催 ： 日本フリスビードッグ協会



第26回 フリスビードッグ日本一決定戦
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10
／
12（
土
）

  8:40 選手受付

  9:20 ノミネート選手スタンバイ

  9:40 選手入場／授与式／ユースオールカマー優勝旗返還／チャンピオンカップ返還

 10:00 開会式

 10:30 ユースオールカマーの部 予選1R① 10:30 シニアドッグの部 予選1R①

 11:10  ユースオールカマーの部 予選1R② 11:05 シニアドッグの部 予選1R②

 12:00 シニアドッグの部 予選2R① 11:40 ペアの部 予選R

 12:35 シニアドッグの部 予選2R② 12:30 最終選考会／記念大会 1R

  13:10 ユースオールカマーの部 予選2R① 13:30 最終選考会／記念大会 2R

 13:55 ユースオールカマーの部 予選2R② 14:30 各種目 ヒート犬の部

 14:40 インターバル  14:50 終了

 15:00 ペアの部 決勝（3+α） 

  シニアドッグの部 決勝（5+α） 

  ユースオールカマーの部 個人決勝（5+α）

 16:00 表彰式・閉会式

 16:30 終了

10
／
13（
日
）

  7:45 選手受付

  8:30 ノミネート選手スタンバイ

  8:45 選手入場／授与式／チャンピオンカップ返還

  9:00 開会式

 9:40 スモールドッグチャンピオンシップ 予選1R①  9:40 最終選考会／記念大会 1R

 10:15 スモールドッグチャンピオンシップ 予選1R② 10:40 インターバル

 10:50 レディースチャンピオンシップ 予選1R① 11:00 最終選考会／記念大会 2R

 11:30 レディースチャンピオンシップ 予選1R② 12:00 各種目 ヒート犬の部

  12:10 スモールドッグチャンピオンシップ 予選2R① 12:30 終了

 12:45 スモールドッグチャンピオンシップ 予選2R②

 13:20 レディースチャンピオンシップ 予選2R①

 14:00 レディースチャンピオンシップ 予選2R②

 14:50 スモールドッグチャンピオンシップ 決勝（5+α） 

  レディースチャンピオンシップ 決勝（7+α）

 15:40 表彰式・閉会式

 16:10 終了

●会場 北地区コミュニティセンター ホール1
 新潟市北区名目所3-1129
 TEL.025-259-6471 （　　　　　　）
●時間 17：45 入場開始/18：15～20:00 終了予定

2019年度 表彰式典
直接のお問い合わせは
ご遠慮ください。

10
／
14（
月
・
祝
）

  7:45 選手受付

  8:30 ノミネート選手スタンバイ

  8:45 選手入場／授与式／チャンピオンカップ返還

  9:00 開会式

 9:40 グランドチャンピオンシップ 予選1R①  9:40 フリーフライトD-1 MAX 1st.ステージ

 10:20 グランドチャンピオンシップ 予選1R②  フリーフライトD-1 MAX ディスタンス

 11:00 グランドチャンピオンシップ 予選1R③ 10:20 インターバル

 11:40 インターバル  11:20 フリーフライトD-1 MAX 2nd.ステージ

  12:00 グランドチャンピオンシップ 予選2R① 12:00 各種目 ヒート犬の部

 12:40 グランドチャンピオンシップ 予選2R② 12:30 終了

 13:20 グランドチャンピオンシップ 予選2R③

 14:00 グランドチャンピオンシップ 決勝（7+α） 

 14:30 表彰式・閉会式

 15:00 終了



★は、2019年度 リージョナルチャンピオン
☆は、2019年度 年間（ポイント）チャンピオン

●第3リージョン
（群馬県 / 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 長野県）

№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 ランキング

 1 中田　幸一 与一 ボーダーコリー 石川県 17

 2 本郷　雅英 笑み ラブラドール 富山県 22

 3 三五　　均 KAYLA ボーダーコリー 新潟県 25

 4 五十嵐郁香 ジニア ボーダーコリー 新潟県 31

 5 岸　　伸子 龍 ボーダーコリー 群馬県 37

 6 佐藤　尚子 MOMO ラブラドール 群馬県 38

 7 宮越　芳信 のん ボーダーコリー 新潟県 44

№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 ランキング

●第6リージョン
（兵庫県/ 鳥取県/ 島根県/ 岡山県/ 広島県/ 香川県/ 高知県/ 徳島県/ 愛媛県）

 ★1 石井　　清 BERRY ボーダーコリー 徳島県 5

 2 古奥やすお ベイヤード ボーダーコリー 広島県 15

●第7リージョン
（山口県/ 福岡県/ 佐賀県/ 長崎県/ 大分県/ 熊本県/ 宮崎県/ 鹿児島県/ 沖縄県）

№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 ランキング

 ★1 坪上　孝光 Nico ウィペット 佐賀県 11

 2 前田　嘉秋 グラディ ミックス 福岡県 14

 3 佐々木直美 りく ボーダーコリー 大分県 21

 4 前田　嘉秋 ダンテス ウィペット 福岡県 36

№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 ランキング

●第5リージョン
（滋賀県 / 京都府 / 奈良県 / 和歌山県 / 大阪府）

 1 北中　里美 KRUG ボーダーコリー 滋賀県 13

 2 松尾　　実 アルフィー Ａシェパード 大阪府 16

 3 吉本　栄治 治男 ラブラドール 奈良県 19

 4 工藤　英樹 ねね ボーダーコリー 京都府 23

 5 飯室　　浩 カノン Ａシェパード 滋賀県 26

 ★6 藤田　浩子 リアム ミックス 奈良県 33

№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 ランキング

●第4リージョン
（山梨県 / 静岡県 / 愛知県 / 岐阜県 / 三重県）

 ☆★1 亀井　伸介 Lepton ボーダーコリー 三重県 1

 2 小田　高弘 METEOR ボーダーコリー 三重県 28

 3 小田　高弘 RIKKA ボーダーコリー 三重県 45

 4 東條絢果音 きらり ボーダーコリー 三重県 67

 5 篠崎　　亮 なぎ ボーダーコリー 山梨県 71

●第1リージョン
（北海道 / 青森県 / 秋田県 / 岩手県 / 山形県 / 宮城県 / 福島県）

№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 ランキング

 1 酒井　洋子 うみ ボーダーコリー 山形県 2

 ★2 田代　尚久 ルディ ボーダーコリー 青森県 8

 3 大木　栄明 Fiore ボーダーコリー 山形県 10

 4 石川　昭人 モカ ボーダーコリー 青森県 39

 5 三澤　麻保 チェリー ボーダーコリー 山形県 41

 6 二本柳年彦 Vrede コイケルホンディエ 青森県 47

 7 須藤　重哉 蛍火 ボーダーコリー 山形県 55

№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 ランキング

●第2リージョン
（栃木県 / 茨城県 / 千葉県 / 埼玉県 / 東京都 / 神奈川県）

 1 加藤　昌宏 ドラゴン ネオ ボーダーコリー 埼玉県 3

 2 大谷　光浩 あらた ボーダーコリー 東京都 4

 3 安田　伸之 ナーマル ボーダーコリー 神奈川県 6

 4 磯上　房男 もぐ ボーダーコリー 茨城県 7

 5 吉澤　宏美 そら ボーダーコリー 東京都 18

 ★6 井上　哲孝 ＡＸ ボーダーコリー 埼玉県 35

 7 藁品　隆章 風羽 Ａシェパード 東京都 49

○ユースオールカマーチャンピオンシップ 

個人戦 ● ● 各リージョンナルチャンピオン＋リージョナルチャンピオンを除く年間ランキング上位６チームが出場。

団体戦 ● ● 2018年度からリージョン対抗で開催。 下記出場チームの中から、各リージョンの上位３チームの合計ポイントで順位を決定。

2019.10.12（SAT）
出場選手リスト
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№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 －は、出場辞退チーム№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地

○シニアドッグの部 チャンピオン決定戦 年間ランキング上位30チーム 

－は、出場辞退チーム（数字無しはランキング確定前に辞退したチーム）

 17 中川　由美 瑠可 ボーダーコリー 広島県

 18 中川　剛彦 瑠可 ボーダーコリー 広島県

 19 高橋真衣子 PORTIA ボーダーコリー 広島県

 20 小諸　一男 舞 ボーダーコリー 新潟県

 21 岩田　　稔 風太 ボーダーコリー 三重県

 22 北中　泰生 ORB ボーダーコリー 滋賀県

 23 畑中　松雄 シューター ボーダーコリー 三重県

 24 大木　栄明 Juna ボーダーコリー 山形県

 25 橋本さゆり tetsu ボーダーコリー 青森県

 －26 友田　雅美 ルーテ ラブラドール 奈良県

 27 小田　高弘 優 ボーダーコリー 三重県

 28 池元　英彦 Funk ゴールデン 千葉県

 29 山口　朋孝 龍馬 ボーダーコリー 兵庫県

 30 中辻　哲治 ぽてち ボーダーコリー 栃木県

 31 川口三賀子 APOLLO ボーダーコリー 熊本県

 32 佐々木民雄 陽 ボーダーコリー 宮城県

 1 田中　勝則 巡 ボーダーコリー 千葉県

 2 田口　京介 フレイヤ ボーダーコリー 福岡県

 3 北川　安洋 ソニック ストロングアイ 奈良県

 4 空野　正志 翼 ボーダーコリー 兵庫県

 － 一柳　浩一 くろべぇ ミックス 佐賀県

 5 加藤　昌宏 LittleＸジョア Ａシェパード 埼玉県

 6 川口　　輝 TOMMY ミックス 熊本県

 7 助定　潤司 RAI ウィペット 兵庫県

 －8 川嶋　久美 SWAN ボーダーコリー 福岡県

 9 斉藤　伸一 未来 ボーダーコリー 宮城県

 10 古奥やすお りく ボーダーコリー 広島県

 11 島本　富生 Lark ボーダーコリー 徳島県

 12 片岡　裕貴 HIRO ボーダーコリー 香川県

 13 掘井盛一郎 アーク ストロングアイ 兵庫県

 14 上野平　寛 華蓮 ボーダーコリー 佐賀県

 15 有馬智津子 Chappy ボーダーコリー 埼玉県

 －16 北島由里子 ダーレーアラビアン ストロングアイ 佐賀県

○ペアの部 チャンピオン決定戦 年間ランキング上位15チーム

№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 № 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 № 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地

－は、出場辞退チーム（数字無しはランキング確定前に辞退したチーム）

  中辻　 邦子   
 10  じゃが丸 ボーダーコリー 栃木県
  中辻　哲治   
    
  間　　美加   
 11  Gold ボーダーコリー 福岡県
  久保　彩菜   
    
  瀧浦　 容子   
 12  翔 ボーダーコリー 大阪府
  瀧浦　慶郎   
    
  佐々木直美   
 ―  りく ボーダーコリー 大分県
  河野　洋志   
    
  宮迫　由美   
 －13  Liber ボーダーコリー 大分県
  佐藤　勝也   
    
  上田　光子   
 －14  苺 ボーダーコリー 兵庫県
  上田　隆行   
    
  越村　妙子   
 15  連山 ボーダーコリー 石川県
  越村　義彦   
     
  迫田さやか   
 16  Ratnaraj ボーダーコリー 大阪府
  北川　伊織   
    
  中村　 理恵   
 17  Fortuna ボーダーコリー 千葉県
  鈴木　武司   

  小西　優子   
 1  ＳＡＭ ボーダーコリー 大阪府
  河野　和則   
    
  木田　和夏   
 2  molto Vino ボーダーコリー 大阪府
  木田　伸弥   
    
  田澤　恵理   
 3  シュナ ボーダーコリー 埼玉県
  池谷　岳人   
    
  酒井　洋子   
 4  うみ ボーダーコリー 山形県
  酒井　孝幸   
    
  川嶋　久美   
 5  DRAGON HAYATO ボーダーコリー 福岡県
  吉武　竜司   
    
  松野下裕子   
 6  Raiga ボーダーコリー 鹿児島県
  佐藤　勝也   
    
  越村　妙子   
 7  銀河 ボーダーコリー 石川県
  越村　義彦   
    
  橋本さゆり   
 8  しんぺい ボーダーコリー 青森県
  橋本　　敦   
    
  岩田　典代   
 9  Elizabeth ウィペット 三重県
  岩田　　稔   
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●●統  括  本  部　　

●西日本事務局　　加部　真巳（大阪府寝屋川市）

●JFA千葉 　　●JFA東京 　　●JFA兵庫 　　●JFA奈良

●三重支部 　　●大阪支部 　　●兵庫支部 　　●福岡支部

●北海道事務局 　　●東京事務局 　　●富山事務局 　　●長崎事務局　　●大分事務局

●クラブ札幌 　　●クラブ仙台 　　●クラブ和歌山

http://www.frisbeedog.co.jp/●日本フリスビードッグ協会についての　詳しい情報は、ホームページで！

代表  山田　　仁
〒950-0993 新潟市中央区上所中2丁目1番6号
TEL.025-280-1256  FAX.025-280-1257

2019.10.12（SAT）
出場選手リスト



○レディースチャンピオンシップ 年間ランキング上位35チーム＋第２ノミネート5チーム＋最終選考会3チーム

№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 －は、出場辞退チーム№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地

 25 平岡　孝子 アビィ NZヘディングドッグ 東京都

 26 岩田　典代 未来 ミックス 三重県

 27 和田　　瞳 苺 ボーダーコリー 千葉県

 28 磯上　淳子 もぐ ボーダーコリー 茨城県

 29 宮田　真弓 MIHAWK ボーダーコリー 埼玉県

 30 中村　理恵 姫 ボーダーコリー 千葉県

 31 宮迫　由美 Prizma ボーダーコリー 大分県

 32 松野下裕子 Leon ボーダーコリー 鹿児島県

 33 中川　由美 Mel ボーダーコリー 広島県

 － 鎌瀬美江子 アルト ボーダーコリー 福岡県

 34 泉澤　順子 華蓮 ボーダーコリー 岩手県

 35 五十嵐祐香 ジニア ボーダーコリー 新潟県

● 第２ノミネート（3チーム） 

 36 角田　綾子 龍朔 ボーダーコリー 新潟県

 －  天野　佳子 いさき ボーダーコリー 東京都

 37 宮田　真弓 GRAND LINE ボーダーコリー 埼玉県

● 最終選考会 優勝チーム

 38

 39 

 1 植草友里江 美糸 ボーダーコリー 千葉県

 2 迫田さやか Ratnaraj ボーダーコリー 大阪府

 ☆3 間　　美加 Gold ボーダーコリー 福岡県

 4 福本　聡子 リッツ ボーダーコリー 茨城県

 5 松野下裕子 Raiga ボーダーコリー 鹿児島県

 6 間　　美加 Deep Sky ボーダーコリー 福岡県

 7 福本　聡子 ミーナ ボーダーコリー 茨城県

 8 五十嵐祐香 Lilli ボーダーコリー 新潟県

 9 小松崎優美 ミア ボーダーコリー 茨城県

 10 磯上　淳子 すず ボーダーコリー 茨城県

 11 松尾　直美 TRY ボーダーコリー 長崎県

 12 中辻　邦子 じゃが丸 ボーダーコリー 栃木県

 13 三五　祐子 KAYLA ボーダーコリー 新潟県

 14 高橋真衣子 PJ ボーダーコリー 広島県

 15 田澤　恵理 グータン ボーダーコリー 東京都

 16 鮫島　直美 秋風 ボーダーコリー 兵庫県

 17 安心院真代 viec ボーダーコリー 岐阜県

 18 川嶋　久美 DRAGON HAYATO ボーダーコリー 福岡県

 19 平岡　孝子 アグリ NZヘディングドッグ 東京都

 20 高橋真衣子 ププルム ボーダーコリー 広島県

 21 三五　祐子 NIKE ボーダーコリー 新潟県

 22 田澤　恵理 ボータン ボーダーコリー 東京都

 23 小西　優子 白 ボーダーコリー 大阪府

 24 長谷川政代 ブルー・オーシャン ボーダーコリー 埼玉県

○スモールドッグチャンピオンシップ 年間ランキング上位25チーム＋第２ノミネート3チーム＋最終選考会3チーム  

№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 －は、出場辞退チーム№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地

－は、出場辞退チーム（数字無しはランキング確定前に辞退したチーム）

 20 鎌田　義明 ナッツ ウェルシュコーギー 大分県

 21 大城　繁美 ゆず ジャックラッセル 山形県

 22 三ケ田鈴香 セカンド ミックス 静岡県

 23 小野巳年男 JOHN 柴犬 山形県

 24 藤田　浩子 オーティス ジャックラッセル 奈良県

 25 三ケ田達也 キャッチャー ジャックラッセル 静岡県

● 第２ノミネート（3チーム）

 26 赤坂　　菓 柚 シェルティ 秋田県

 27 黒田　由実 陸 ウェルシュコーギー 愛知県

 28 榎硲　博昭 銀次郎 ミックス 大阪府

● 最終選考会 優勝チーム

 29

 30 

 1 佐藤　一弥 ライリー シェルティ 愛知県

 2 上田　昌二 Arion ジャックラッセル 兵庫県

 3 上川　成年 LUKE パーソンラッセル 埼玉県

 4 山本　康弘 サマー ウェルシュコーギー 福井県

 5 川口　　輝 JAKE ジャックラッセル 熊本県

 6 加藤　宣文 夢結 ミックス 埼玉県

 7 安岐　将弘 PACN ジャックラッセル 和歌山県

 8 鎌田貴久美 リッツ ミックス 大分県

 9 北田　博之 ひな ジャックラッセル 大阪府

 10 田中　信悟 りんご ボストンテリア 長崎県

 － 河野　洋志 マリン コイケルホンディエ 大分県

 11 三ケ田鈴香 サード ジャックラッセル 静岡県

 12 城戸　英二 ねね ウェルシュコーギー 熊本県

 13 伊藤　智夫 ケン ウェルシュコーギー 新潟県

 14 桐山　一宏 COSTA ジャックラッセル 新潟県

 15 赤坂　尚彦 柚 シェルティ 秋田県

 16 藤堂　有生 ももたろう トイプードル 東京都

 17 宮木　里菜 ELF シェルティ 青森県

 18 上川　成年 LUCY パーソンラッセル 埼玉県

 19 田中　久代 ジェシ コイケルホンディエ 福岡県

2019.10.13（SUN）
出場選手リスト
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☆ 2018年度レディースチャンピオン
－は、出場辞退チーム（数字無しはランキング確定前に辞退したチーム）



№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 № 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地

○グランドチャンピオンシップ 年間ランキング上位50チーム＋第２ノミネート7チーム＋ユースオールカマー選手権優勝チーム＋最終選考会2チーム

 36 安心院創一郎 viec ボーダーコリー 岐阜県

 37 木田　和夏 Little Navajo ボーダーコリー 大阪府

 38 堀口　　勉 がんも ボーダーコリー 茨城県

 39 福尾　光一 GOKOO NZヘディングドッグ 岡山県

 40 福島　則行 Lucas ボーダーコリー 東京都

 41 田渕　義博 CHIEN VERITE ボーダーコリー 兵庫県

 42 市川　　宏 カイラ ボーダーコリー 宮城県

 43 渋谷　　功 一翔 ボーダーコリー 岡山県

 44 湯本　　智 ルディ・エクレール ボーダーコリー 栃木県

 － 田口　京介 イリス ボーダーコリー 福岡県

 45 山口　朋孝 アミュレット ボーダーコリー 兵庫県

 46 田中　勝則 Nats ボーダーコリー 千葉県

 47 岡本　行央 さんご ボーダーコリー 兵庫県

 48 島本　富生 Bean ボーダーコリー 徳島県

 49 渋谷　　功 Lanakila ボーダーコリー 岡山県

 50 長谷　哲哉 剣心 ボーダーコリー 兵庫県

● 第２ノミネート（12チーム）

 51 佐野　貴敏 乙葉 ボーダーコリー 東京都

 52 和田　　彰 筍 ボーダーコリー 千葉県

 53 四十野　亨 みら ボーダーコリー 富山県

 54 岩田　　稔 Elizabeth ウィペット 三重県

 55 瀧浦　慶郎 翔 ボーダーコリー 大阪府

 56 松尾　　至 AERA ボーダーコリー 長崎県

 57 越村　義彦 銀河 ボーダーコリー 石川県

● 最終選考会 優勝チーム

 58

 
59

●ユースオールカマーチャンピオンシップ優勝チーム

 60 

 1 北川　安洋 Neith ボーダーコリー 奈良県

 2 佐藤　克行 RUAN ボーダーコリー 群馬県

 3 鈴木　武司 Samos Couga ボーダーコリー 千葉県

 4 藤井　勝明 龍河 ボーダーコリー 富山県

 5 福本　義裕 バッチ ボーダーコリー 茨城県

 6 鈴木　崇生 ありす ボーダーコリー 宮城県

 7 福本　義裕 純 ボーダーコリー 茨城県

 ☆8 一柳　浩一 デトネ ボーダーコリー 佐賀県

 9 池谷　岳人 シュナ ボーダーコリー 埼玉県

 10 西村　久志 Rock ボーダーコリー 三重県

 11 小西　秀則 Little Navajo ボーダーコリー 大阪府

 12 小井　　正 Eldrick ボーダーコリー 大阪府

 13 島本　圭悟 Lark ボーダーコリー 徳島県

 14 佐藤　克行 NEAL ボーダーコリー 群馬県

 15 大谷　光浩 ちはや ボーダーコリー 東京都

 16 木田　和夏 molto Vivo ボーダーコリー 大阪府

 17 河野　和則 SAM ボーダーコリー 大阪府

 18 長谷　哲哉 梵天丸 ボーダーコリー 兵庫県

 19 伊原　明良 Lara Croft ボーダーコリー 千葉県

 20 浅島　啓一 Arte ボーダーコリー 神奈川県

 21 吉澤　憲一 りく ボーダーコリー 東京都

 22 吉武　竜司 LUSH ボーダーコリー 福岡県

 23 三本　欽麗 Pallas Athena ボーダーコリー 東京都

 24 木田　伸弥 Jewel ボーダーコリー 大阪府

 25 宮迫　裕二 BROOKS ボーダーコリー 京都府

 26 田澤　秀孝 グータン ボーダーコリー 東京都

 27 中村　清則 Charo ボーダーコリー 宮城県

 28 岡山　伸一 Emma ボーダーコリー 福岡県

 29 吉武　竜司 mira ボーダーコリー 福岡県

 30 北中　泰生 THIRA ボーダーコリー 滋賀県

 31 四方田　竜 SOL ボーダーコリー 福岡県

 32 二宮　三樹 サンタ ボーダーコリー 新潟県

 33 和田　　瞳 筍 ボーダーコリー 千葉県

 34 川野辺　正 七海 ラブラドール 茨城県

 35 松尾　　至 TRY ボーダーコリー 長崎県

№ 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地 № 氏　 名 犬　 名 犬 　種 出身地

○フリーフライトD－1 MAX チャンピオンシップ 年間ランキング上位10チーム

 ☆1 澤　　幹子 ZORRA ボーダーコリー 大阪府

 2 間　　美加 Durandal ボーダーコリー 福岡県

 3 澤　　幹子 NELA ボーダーコリー 大阪府

 4 高橋　　諒 Layra ボーダーコリー 千葉県

 －5 河口　典子 KIKI ボーダーコリー 熊本県

 － 淀川　和馬 蘭真 ボーダーコリー 和歌山県

第26回 フリスビードッグ日本一決定戦

2019.10.14（MON）
出場選手リスト
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☆ 2018年度フリーフライトチャンピオン
－は、出場辞退チーム（数字無しはランキング確定前に辞退したチーム）

☆ 2018年度グランドチャンピオン
－は、出場辞退チーム（数字無しはランキング確定前に辞退したチーム）



History of Japan Final
JFA歴代チャンピオン

 東 　治彦 ＆ ジョゼ

 山城 一男 ＆ チャンプ

 塘田 健治 ＆ キャップ

 斉藤 寛進 ＆ エリーゼ

 高木 建治 ＆ 春 菅沼 孝昭 ＆ マルタン

 小林 昭夫 ＆ メイ 斎藤 寛進 ＆ エリーゼ

 飛弾野 文泰 ＆ ラン 三本 欽麗 ＆ Kaiser-Hos 塚崎 誠次 ＆ モネ 

 早川 利幸 ＆ BEAT 三本 欽麗 ＆ Kaiser-Hose 高坂 健一 ＆ Mousse 野呂瀬さゆり ＆ プリエ

 井上 弘之 ＆ ゆふ 間 　禎永 ＆ Grass 高坂 健一 ＆ Mousse 田口 佳奈 ＆ SENNA

 今村 英喜 ＆ WEED 井上 弘之 ＆ ゆふ 早川 利幸 ＆ BEAT 田口 佳奈 ＆ SENNA

 森 　稔之 ＆ MISIA 井上 弘之 ＆ ゆふ 早川 利幸 ＆ BEAT 青柳 愛佳 ＆ スヌーピー

 間 　禎永 ＆ Grass 小寺 　賢 & LAH! 林 　康男 ＆ 愛鈴 田口 佳奈 ＆ LUKE 上田 昌二 ＆ ルナ

 福本 義裕 ＆ ミニョン 田口 佳奈 & ＬＵＫＥ 友広 祐也 ＆ JET 平岩 砂也子 ＆ スカリー 溝尾 雅広 ＆ エリス

 高橋 毅一 ＆ vogue 福本 義裕 ＆ ミニョン 高坂 健一 ＆ Bond 福本 紗良 ＆ ミニョン 藤田 　篤 ＆ Sakura

 西山 哲也 ＆ サリー 深谷 浩之 ＆ TIGA 友広 祐也 ＆ JET 須貝 ひとみ ＆ Lien 三崎 彰午 ＆ ミュウ

 榊原 龍也 ＆ 珊瑚 深谷 浩之 ＆ TIGA 澤 　幹子 ＆ 綺羅 古野 智子 ＆ schumacher 加藤 宣文 ＆ なな

 今村 武史 ＆ Mercury 今村 武史 ＆ Mercury 澤 　幹子 ＆ 綺羅 菊地 敦子 ＆ 珊瑚 土田 雅志 ＆ 栗の介

 渋谷 　功 ＆ 疾風 深谷 浩之 ＆ TIGA 澤 　幹子 ＆ AILA 菊地 敦子 ＆ 琥珀 平岡 正浩 ＆ 百子

 石渡 紀章 ＆ ユッキー 福尾 光一 ＆ GOKOO 澤　 幹子 ＆ AILA 谷越 雪絵 ＆ 環菜 土田 雅志 ＆ 栗の介

 須貝 ひとみ ＆ Lien 福尾 光一 ＆ GOKOO 川又 奈緒美 ＆ らびゅ 石渡 由美子 ＆ Dion 土田 雅志 ＆ 栗の介

 福尾 光一 ＆ GOKOO 福尾 光一 ＆ GOKOO 澤 　幹子 ＆ AILA 高橋 純代 ＆ Iris 上川 成年 ＆ LUKE

 小西 由知 ＆ dynaMite Guy 小西 由知 ＆ dynaMite Guy 澤 　幹子 ＆ AILA 杉本 恵子 ＆ Pilica Kamuy 上川 成年 ＆ LUKE

 福尾 光一 ＆ GOKOO 小西 由知 ＆ dynaMite Guy 澤 　幹子 ＆ AILA 高橋 純代 ＆ Iris  鎌田 義明 ＆ リッツ

 岩村康一朗 ＆ biscuit 島本 圭悟 ＆ Lark 澤　 幹子 ＆ ZORRA 高橋 未夢 ＆ 綱手  三ケ田 鈴香 ＆ サード

 一柳 浩一 ＆ デトネ 島本 圭悟 ＆ Lark 澤　 幹子 ＆ ZORRA 間　美加 ＆ Gold 川口　輝 ＆ JAKE

グランドチャンピオン シリーズチャンピオン

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

フリーフライトチャンピオン レディースチャンピオン スモールドッグチャンピオン

加部Mai号 中林ロプロス号 四方田太陽号 井上ゆふ号 小西 dynaMiteGuy 号

團野ケープ号 加藤富士丸号 早川BEAT号 三本Kaiser･Hose 号 間Grass 号 松尾NOVA号

日本フリスビードッグ協会発足以来、年々広がりを見せる JFA 日本フリスビードッグ協会の歴史の中で、特筆すべき
業績を残すとともに、JFA の活動及び「フリスビードッグ」スポーツの普及に貢献したチームを認定、その栄誉を
称えるとともに、フリスビードッグの歴史にその名前を刻むものです。
2008年 11月、協会発足15周年を記念して設置され、現在11チームが「殿堂入り」を果たしています。
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2019 年度シリーズを支えてくださったみなさま

JAPAN FINAL 2019 にご協力いただいたみなさま

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　 

これさえあれば始められる！ JFAオフィシャルグッズ

Wham-O社製 フリスビー 日本製 Mサイズ・ディスク 布製ディスク Nunosbee ロングリード

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

※フリスビーはWham-O社の登録商標です

公式ホームページ
http://www.frisbeedog.co.jp

ファーストチョイス

株式会社 　　レシアン

主　　催 日本フリスビードッグ協会

共　　催 新潟市

後　　援 新潟市動物愛護協会
 新潟市獣医師会
 アニマルワールドカップ 2020 in Tokyo 実行委員会

特別協賛 コニカミノルタNC株式会社 ／ 株式会社ソルメディエージ
 株式会社ドコモCS  ドコモショップ新潟 紫竹山店･ラブラ万代店
 匠サポートサービス株式会社 ／ フェイズ株式会社 ／ 株式会社エーダイ
 株式会社トヨタレンタリース新潟 ／ 株式会社新潟ふるさと村 ／ デビフペット株式会社
 株式会社アースウィング ／ メニィ・カンパニー ／ スーパーセドナ ジャパン株式会社
 モルト・フェリーチェ ／ 古俣会計事務所

協　　賛 株式会社レシアン ／ アース・ペット株式会社




