
愛犬と一緒にこの世界を広く楽しもう!! 

 

Discdog/K9freestyle/Flyball/Sleddog 

Indoor Dog Sports Camp in Mt. Akagi 

赤城山インドアドッグスポーツキャンプ 

 
ドグタウン工房が 25 年前に提唱し始めた⾔葉「DogSports ドッグスポーツ」 

いつしか当たり前のように使われるようになりました。 
2017 年現在ドッグスポーツ⽂化は広がり、深まっています。 

ディスクドッグ、K9 フリースタイル、フライボール、スレッドドッグ等 
どのドッグスポーツでも世界とつながる事が出来ます。そして、熟練されたエキスパートがいます。 

更なるドッグスポーツをぜひ体験しましょう！！ 
初心者はそれぞれの楽しさを知るところから始めませんか？ 
経験者はより広く、深くドッグスポーツと向き合いませんか？ 

楽しく、ちょっぴり厳しい週末をご用意いたします。 
皆様の参加をお待ちしております！ 

 
今回の会場は赤城山山頂の特設インドア施設（赤城分校）。７月でも平均気温 17℃というこの場所で、

3 日間のトレーニングキャンプ、そして最終仕上げとして Flyball レース『第 1 回 DTFlyball プレリーグ』と 
K9 フリースタイルコンペティション『第 7 回 LKC ドッグダンスコンテスト』を⾏います。 

天候に左右されず安定したトレーニングが出来るインドアの、ドッグスポーツ専用マットの上で 
フライボールと K9 フリースタイルを思い切りトレーニングし、最終日には本気の成果を試してみませんか？ 
また全日程ともインドアトレーニング終了後はフィールドに移動して、各種ドッグスポーツの個人クリニック、 

そしてディスクドッグセッションも⾏います。 
 
【Flyball フライボール】 
初めてドッグスポーツに取り組むという初心者や、愛犬と何か楽しいことを始めてみたいという方から、他のドッグスポーツと合
わせてクロストレーニングとしてフライボールをトレーニングしたい方、今のフライボールトレーニングからステップアップしたい方、
日本一、世界最速を目指したいという方までそれぞれの目標に応じたトレーニングを提案します。 
また最終日の DTFC プレリーグでは、基本的なルールは NAFA ルールに準拠しながらも、リコールレースからプロップ（補助
道具）やヘルパー有りでの 1 on 1 や 2 on 2 など、色んなレベルのチームが安全に、ステップアップしながらタイムを競えるカ
テゴリーを設けてトーナメントを⾏います。 
 
【K9 フリースタイル】 
This is preparation for competition. Let's dance and have fun with dogs. This seminar I would like 
to do routine training but if you don't have routine don't worry you can participate! We are looking 
forward to see you all. 
今回のセミナー・クリニックはコンペティションへの準備です。犬と一緒に楽しくダンスをしましょう。セミナーではルーチントレーニ
ングを⾏っていきますが、まだルーチンがないというチームもまったく心配はいらないのでぜひ参加してみて下さい。皆様にお会
いできるのを楽しみにしています。 



【主催】 DOGTOWNFACTORY CO., Ltd. 
 
【会場】 群⾺県前橋市富⼠⾒町赤城山 赤城分校 （赤城公園ビジターセンターの隣） 
 
【日程】 
 9：00〜12：30 

AM クラス 
13：00〜16：00 

PM クラス 
Evening 

7/20（木） K9 フリースタイル 
セミナー 

Flyball 
レッスン 

Disc dog セッション/個人クリニック 
＠DTfield＆ドグタウン工房 

7/21（⾦） K9 フリースタイル 
クリニック 

Flyball 
レッスン 

Disc dog セッション/個人クリニック 
＠DTfield＆ドグタウン工房 

7/22（土） Flyball 
レッスン 

K9 フリースタイル 
セミナー 

Disc dog セッション/個人クリニック 
＠DTfield＆ドグタウン工房 

7/23（日） K9 フリースタイル 
第７回 LKC ドッグダンスコンテスト 

Flyball 
第１回DTFlyballプレリーグ 

Disc dog セッション/個人クリニック 
＠DTfield＆ドグタウン工房 

 
【講師】K9 フリースタイル：平井ルツカ （アシスタント：平井俊介） 
     フライボール   ：平井皇介、平井萌波 
     ディスクドッグ/個人クリニック：平井俊介、平井ルツカ、平井皇介、平井萌波 
 
【⾦額】 

◇ K9 フリースタイル/フライボール セミナー/クリニック/レッスン 
   午前もしくは午後の半日で１クラス。３日間計６クラス。 

 １クラス:10000 円 （消費税 800 円 税込 10800 円） 
 ２クラス:16000 円 （消費税 1280 円 税込 17280 円） 
 ３クラス:22000 円 （消費税 1760 円 税込 23760 円） 
 ４クラス:28000 円 （消費税 2240 円 税込 30240 円） 
 ５クラス:33000 円 （消費税 2640 円 税込 35640 円） 
 6 クラス:38000 円 （消費税 3040 円 税込 41040 円） 
 ※２頭目は１日 3000 円（消費税 240 円 税込 3240 円）追加となります。 
 ※K9 フリースタイルとフライボールを別の犬で受ける場合は１日 1500 円（消費税 120 円 税込 1620 円）追加と
なります。 
 ※DTFC メンバーは上記の⾦額設定からフライボールについて各クラスにディスカウントがあります。 
 ※LKC、LKC ファンメンバーは K9 フリースタイルについて各クラスにディスカウントがあります。 
  ディスカウントについての詳細は各クラブより facebook、HP 上に案内いたしますのでご確認ください。 
 

◇ Discdog セッション/個人クリニック 
 午後のクラス終了後に DT フィールド・ドグタウン工房にて Discdog セッションおよび各種ドッグスポーツの個人クリニックを
⾏います。 

 １チーム 約 15 分 3500 円（消費税 280 円 税込み 3780 円） 
 ※Discdog セッション/個人クリニックのみに参加する場合は約 15 分 6000 円（消費税 480 円 税込 6480 円）と
なります。 
 ※DTC・DTFC・LKC メンバーは各所属クラブのドッグスポーツセッション/個人クリニックに関しては割引別料⾦です。 
 ※DT フィールド代は別途 1000 円（消費税 80 円 税込 1080 円）です。 



◇DTFlyball プレリーグ 
①リコールレース（フラットクラス/3 ジャンプクラス/４ジャンプクラス） １チーム 1 頭 
 各クラス DTFC メンバー1500 円（消費税 120 円 税込 1620 円） 
       非会員    2500 円（消費税 200 円 税込 2700 円） 
ボックスからスタート合図で同時にスタートし、フィニッシュラインまでのリコールタイムを競います。各チーム 3 ヒートを走り、 
ベストタイムによって順位を決定。３ジャンプ（C~A）、４ジャンプ（D~A）の場合、ジャンプハイトは 7~14 インチ 
から自由に指定出来ます。 
②スタートタイミングレース １チーム１頭 
  DTFC メンバー2000 円（消費税 160 円 税込 2160 円） 
  非会員     3000 円（消費税 240 円 税込 3240 円） 

  EJS（電気計測システム）を使用してスタートタイミングを計測し、最も 0.00 秒スタートに近い犬の勝利です。 
各チーム３ヒートを走り、ベストタイムによって順位を決定。１チームに、リリーサーとボックスに向かってリコールするハンド 
ラ―が必要です。リコールにはタグ、ボール、トリーツなど相手チームの妨害となるものでなければなんでも使用可能です。 
③1on1 レース  1 チーム１頭 
 DTFC メンバー3000 円（消費税 240 円 税込 3240 円） 
 非会員     5000 円（消費税 400 円 税込 5400 円） 

  EJS を使用してフルランタイムを計測し、勝敗を決めます。１レース 3 ヒート制。勝ち残り式トーナメント方式。 
  ジャンプハイトは 7~14 インチから自由に指定出来ます。プロップ（ロングボードやミドルボード、ガターなどの補助道具） 
  やヘルパー（ボックス横などで犬の補助をする人）など自由に配置可能。ボールをボックス前の地面に置くボール・オン・  
  ザ・グランドでの参加も可能です。 

④2on2 レース １チーム 2 頭 
 DTFC メンバー5000 円（消費税 400 円 税込 5400 円） 
 非会員     7000 円（消費税 560 円 税込 7560 円） 

  EJSを使用して、2頭１チームのフルランタイムを計測し、勝敗を決めます。１レース3ヒート制。勝ち残り式トーナメント 
  方式。ジャンプハイトは 7~14 インチから自由に指定出来ます。プロップ（ロングボードやミドルボード、ガターなどの補助 
  道具）やヘルパー（ボックス横などで犬の補助をする人）など自由に配置可能。ボールをボックス前の地面に置くボー 
  ル・オン・ザ・グランドでの参加も可能です。 
 
◇LKC ドッグダンスコンテスト 
① アドバンスクラス（AC）演技時間２分３０秒〜４分のチーム おやつやおもちゃの使用はできません。 
   LDC メンバー     3500 円（消費税 280 円 税込み 3780 円） 
   LDC ファンメンバー 7500 円（消費税 600 円 税込 8100 円） 
   非会員        8500 円（消費税 680 円 税込 9180 円） 
② インターメディエイトクラス（IC）演技時間１分〜２分３０秒のチーム おやつやおもちゃの使用はできません。 
   LDC メンバー     3000 円（消費税 240 円 税込 3240 円） 
   LDC ファンメンバー 7000 円（消費税 560 円 税込 7560 円） 
   非会員          8500 円（消費税 680 円 税込 9180 円） 
③ ファンクラス（FC）演技時間１分間 おやつやおもちゃを使用できます。 
   LDC メンバー     2000 円（消費税 160 円 税込 2160 円） 
   LDC ファンメンバー 3000 円（消費税 240 円 税込 3240 円） 
   非会員          3500 円（消費税 280 円 税込み 3780 円） 

 
【インドア利用費】 1 人 1 日 1000 円（消費税 80 円 税込 1080 円） 
            もしくは 1 家族 1 日 1500 円（消費税 120 円 税込 1620 円） 



 
【申し込み】ホームページ上の申し込みフォームからお願いします。 
 
【締切】7/18（⽕）が締切となります 
 
【連絡先】  
インドアドッグスポーツキャンプ全体  平井萌波携帯 090-9759-5754 
フライボール担当               平井皇介携帯 090-4438-7178 
K9 フリースタイル担当        平井俊介携帯 090-8330-5008 
ディスクドッグ担当              平井寧携帯  090-9327-3352  


