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JAPAN FINAL
1年半ぶりに開催！

吉武竜司
＆LUSH

グラチャン獲得！

JFA FRISBEE DOG CHAMPIONSHIPS 2022
R
○

年間チャンピオン・コメント
2022
LADIES
CHAMPION

2021～2022年度 レディース年間チャンピオン

2022

磯上 淳子 ＆ すず

D-1MAX
CHAMPION

川口 輝 ＆ JAKE

2021 年のシーズン当初、半年後のジャパンファイナル開
催に、短期集中戦になると意気込みを持って参戦しはじめ
た矢先、新型コロナの影響で延期。気分的に中弛みになり
そうでしたが、シニアでありながらランキングトップを走
るジェイクを「２位に陥落させない」というモチベーショ
ンだけで、約１年半におよぶ長いシーズンを戦うことがで
きました。九州は幸いにもＪＦＡ事務局ならびにスタッフ
のみなさんのご尽力で、失速することなく大会が開催され、
結果につながる大きな要因となりました。ありがとうござ
います。
新規参入や愛犬の世
代 交 代 な ど、エ ン ト
リー数の多い「九州小
型犬皿投遊撃騎士団」
。
今期も小型犬天国とし
て、大いに盛り上がり
そ う な 予 感 が し ま す。
その中心にいられるよ
う、愛犬たちとの生活
を楽しみながら、大会
や練習会を通じて、ま
だまだ成長したいと思
います。
「進化する 56 歳、川
口輝＆ジェイクとその
子ども達」にご期待く
ださい。

2021〜2022 年シーズ
ンは８年連続出場を目
指してやってきました。
誰でもパートナーを信じ
るという思いは 同じで
しょうが、私も「す ず
なら出 来る」という絶
対的な信頼をしていまし
た。
ス ロ ー が 悪 くて も、
キャッチでフォローして
もらうのはいつもの事。
ボコボコディスクが当た
り前、短距離投数で勝
負（笑）
９歳になってもまだま
だ手元の「ガルル」はおさまりません。それも楽しいし嬉しい
のです。
すずのやる気があるうちは、頑張って楽しんで行こうと
思います。
年間レディースチャンピオンは、何度も壁にぶつかって
落ち込んだり挫けたりしながらも、楽しかったから続けて
これた８年分のご褒美と受け止めます。
１年半のシーズンだったけど、８年分の思いが詰まって
います。ありがとうすず。
Leo! お空から応援ありがとう。

2022

2021～2022年度 スモールドッグ年間チャンピオン

2021～2022年度 フリーフライトD-1MAX年間チャンピオン

間 美加 ＆ Durandal

Durandal は私が Grass とフリーを始め Digital へと続き 3
代目の子になります。
独学で更にアドリブなプレースタイルに付いてきてるだけで
なく、トリックの多様性や教える楽しさを今も教えてくれてま
す。
そんな Durandal も今年で 9 才、これからは孫 Scarlet を
育てつつ Durandal には無理なくケガなく一緒に楽しめていけ
たらと思ってます。
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第28回 フリスビードッグ日本一決定戦
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ジャパンファイナル
2022 in 新潟 〜 参戦記

グランドチャンピオン

吉武 竜司 ＆ LUSH

いつかは表彰台のてっぺんに立ちたい！と思い続け、迎えた
16 年目の FINAL。新型コロナの影響で、１年半の長いシーズ
ンとなりましたが、結果 LUSH にとっては、好都合だったかも
しれません。
昨年の３月に出産を終え、そこから万全の体調に戻るのに
約半年かかりました。何とか今シーズンもｍｉｒａとＬＵＳＨと
共にノミネート権利を獲得。そして、ステラとは、ちょうど１６
歳の誕生日を迎える日にシニアドッグチャンピオンシップにノミ
ネート。最後になる３頭一緒のＦＡＩＮＡＬが、一生忘れられ
ない大会となりました。
結果、LUSH と夢にまで見たグランドチャンピオン！決勝では本当に LUSH の頑張りに助けられました。
全力で応援してくださった皆様、出番前に「いつも通りね！」と声をかけてくださった皆様、そして、日帰りで応援に来てくれたま
な美、いつもミススローを助けてくれる LUSH 本当にありがとう！
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フリーフライト D-1MAXチャンピオン

高橋 諒 ＆ Layra

JAPAN
FINAL
2022

レディースチャンピオン

宮田 真弓 ＆ GRAND LINE

3 連覇できて嬉し
１年７ヶ月と長いシーズンを一 緒に駆け抜けてくれたライ
いのと同時にホッと （GRAND LINE）とミホ（MIHAWK）に心からのリスペクト！
しました。
２頭で実現できたファイナル参加は感無量でした。
応援していただい
競技では。ミホとは２Ｒで息が合わず終わってしまったが悔
たみなさん、コーチ、 いのない競技でした。
サポートして頂いて
ライとの１Ｒはそこそこスコアー。
いる方々には感謝し
きっとここで終わりだろうと思い悔いのない思い出を作って帰
かありません。
ろうと、２Ｒの１分間に集中した。その気持ちが功を得て決勝
そして Layra にも
戦まで進んだ。
感謝。
決勝戦でも、何も考えず、いつもの様に、ライの動きを見な
最高のパートナー
がら集中！私達にとっては最高のパフォーマンスが出来た１分間
だし最高のライバルです。
だった。
それから、ディスクに興味のない妹のたつ子もペアで、2 位
そして「初出場で初優勝」と言う夢のような結果を頂いた。
になる事が出来て嬉しいです。
私に応えてくれたライに深く感謝すると共に私達にたくさんの
アジリティドッグ頑張りました。
良い風を 運 んでく
実の姉妹でも性格や見た目も全く違うのに、大舞台に強いお
れた大会会場にも
祭り姉妹！
感謝。
最後に大会関係者の皆様ありがとうございました。
そして会 場で応
援してくださった皆
様。いつ も 優しく
温 か いスタッフの
皆 様に心より感謝
致します。
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スモールドッグチャンピオン

上川 成年 ＆ SUN

ルーク、サン最高！！
まずはジャパンファイナル１年半ぶりの開催おめでとうございました。
今までの秋開催から春に変わって、雨もパラつきそして暑かったですが会場のコ
ンディションも良く楽しく参加させて頂きました。
我が家、今回はルークももう 10 才を超えかなり衰えが目立ちはじめ、サンに至っ
ては未だゲームが安定しないのでどうなる事かと思ってました。
順位など気にせず気楽に参加したのが功を奏したのか結果優勝と準優勝の表彰台
に立つ事が出来ました。
中でもルークの頑張りには一際声援も大きく投げてる私でさえ涙が出る程嬉し
かったです。
優勝させたい衝動に駆られました ( 笑 )
かねてより「JFは運が１番あるチームが優勝する」と申してきましたが、今回は
我がチームが 1 番運があったみたいです。
しかしながら今回の JF は私が犬作りから取り組み、そしてその取り組みが間違い
では無かったと確信が持てた大会にもなりました。
まだまだコロナ禍ではございますが次回も開催される事を切に願っております。
ありがとうございました、そしてお疲れ様でございました。
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ユースオープンの部チャンピオン

舩川 翼 ＆ RUKKA

RUKKA は、私の家で産まれ、１日違いで生まれた娘と姉
妹のように育ててきました。目を開けた日、歩いた日、全て
のはじめてを見て過ごしています。生後 4 か月頃にディスクを
はじめて咥えて遊んでいたのが昨日のように思えます。７か月
でデビューして以来、体の小さい RUKKA ですが、いつの間
に か お 母 さん の BELLE よりも足も 速くなって い ました。
新型コロナウイルスの影響で、ジャパンファイナルも延期と
なり、大会に出場できない時期もあった中、RUKKA と一緒
に毎日、庭で練習をしました。RUKKA は、ディスク大好き
と言うより、一緒に遊ぶ事が大好きな子で、とにかく褒めて、
撫でて、甘えて、と感情豊かな子。
頑張り屋で、この度
ユースチャンピオンに
なる こと が で き まし
た。RUKKA 頑張って
くれてありがとう。こ
れからは、オープンで
頑 張っていくので、よ
ろしくお願いします。

シニアドッグの部 チャンピオン

福田 博明 ＆ 流楓

先代犬の
ぱーるとフリ
スビーを始め
て16 年。オー
プンでプレー
をする先輩た
ちに憧 れて、
流 楓を 迎え
たのが 10 年
前。
オープンと
レディースで
それぞれ参加していました。
私達の投げが未熟で、流楓がキャッチしやすいスローを投
げれず成果も安定せずなチームでした。
ここ３年程は大会から離れていましたが、流楓も 10 歳にな
りシニアで参加してみようと、久しぶりの大会参戦になりまし
た。ブランクはありましたが、流楓が若い頃よりも落ち着い
たプレーを見せてくれて、私の投げに全力で応えてくれました。
以前よりもキャッチ率が格段に上がり、ファイナルでも私自身
驚くような結果を出して、優勝する事が出来ました。
いつも応援してくれた家族と仲間達、そして頑張ってくれた
流楓に感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうござ
いました。
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JFA-SHOPPING
http://frisbeedog.co.jp/hp-data/shop/

Wham-O社製 フリスビー （競技会使用可能）

※フリスビーはWham-O社の登録商標です

ファストバックタイプ・フリスビー

オリジナルディスク （競技会使用可能）

日本製 Mサイズ・ディスク

布製ディスク Nunosbee

ミニ・フリスビー

トライアルボール （競技会使用可能）

大サイズ
（6.5cm）

中サイズ
（5.5cm）

小サイズ
（4.0cm）

ロングリード

トレーニング用品

MAXI
30㎝×1本

（蓄光タイプ）

STANDARD
28㎝×2本

MIDI
20㎝×2本

MINI
MICRO
18㎝×2本 12.5㎝×2本

日本フリスビードッグ協会 会報
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ボールのサイズは
5cm・7cm・9cmの
3種類からお選
下さい。

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

