第８回ミナカミドッグスポーツフェスタ

概要

MINAKAMI DOG SPORTS FESTA 2018
犬と楽しむ 2 日間！ 犬ぞり＆ザ・レース＠水上高原

ドグタウンラッフル始めました。
賞品総額は 150,000 円

犬ぞりエキップセット／ラフタフケネル／Dr Tim’s
が当たるドグタウンラッフル(抽選会)の実施を決定しました。

犬ぞり
初心者
大歓迎!!

１エントリーにつき１枚ラッフルチケットをお渡しします。
レース終了後抽選で、対象の景品を獲得出来ます。
☆土曜日ラッフル 犬ぞりエキップセット（51,570 円）
《4dog ラインセクション＆Howlling 社製カラー&ハーネスセット》

信頼のドッグフード DrTim’s（14,926 円）
《ドクターティムズ モメンタム 18#》

☆日曜日ラッフル

ラフタフケネル （44,226 円）
《信頼のトランスポートケージインターメディエイトサイズ》

信頼のドッグフード DrTim’s（14,926 円）
《ドクターティムズ モメンタム》

※DrTim’s
※ラフタフケネル

詳細はこちら!!
詳細はこちら!!

http://dogtownfactory.com/feeding/
https://drmonaac.wixsite.com/rufftough/blank-2

○日 時

２０１８年３月３日（土）・４日（日）

○会 場

群馬県利根郡みなかみ町藤原 水上高原スキーリゾート

○名 称

第８回 ミナカミドッグスポーツフェスタ

○主 催

MDSF 実行委員会（ミナカミドッグスポーツフェスタ実行委員会）

○主 管

JADC／BoundBow／RambleDogs／ドグタウン工房

○特別協力

水上高原スキーリゾート・水上高原ホテル２００

○後 援

みなかみ町・一般社団法人 みなかみ町観光協会・水上温泉旅館組合（全て依頼中です）

○協 賛

信頼のドッグフード Dr.Tim’s

○申し込み

申込みは HP より行ってください。 申し込みが上手くいかない場合は Tel0278-24-7628 又

MINAKAMI DOG SPORTS FESTA 201８

ドクターティムズ/ドッグライフマート/安全が一番 ラフタフケネル

は e-mail dogtownf@po.kannnet.ne.jpMDSF 事務局（ドグタウン工房内）にお知らせください。
FAX での申込は、お名前と参加種目、参加日、振込額、振り込み名義人、FAX 番号を記入の上
0278-24-7628 ドグタウン工房に送付ください。申し込み後、下記の振込先にご入金ください。

○振込先

参加費は前払いとなります。申し込み時にご入金ください。
原則としてキャンセルは出来ません。エントリーフィーの返却は出来ませんので、ご了承願います。

・群馬銀行沼田支店 普通口座 1640007 ドグタウン工房(株)代表取締役平井やすし
・ゆうちょ銀行 記号 10470 番号 18503261 ヒライヤスシ
○問合せ先

MDSF 事務局（ドグタウン工房内）0278-24-7628

○締め切り

２月 2６日（月）※エントリー締め切り後の参加費は 1000 円増しになります。ご了承下さい。

○宿泊案内
○賞 典
☆特別表彰

水上高原ホテル 200 0278-75-2222 ／ 水上温泉旅館協同組合 0278-72-2611
記念品（各種目優勝チーム）
・同一犬種（MIX を除く）が３チーム以上出場している種目は犬種別表彰をさせて頂きます！
・小型犬が３チーム以上出場している種目は小型犬表彰をさせて頂きます！
※当日エントリーは特別表彰に反映されません。

[当日連絡先 080-5450-7603 ]

競技種目の説明
犬ぞりは犬が人（マッシャー）の乗るそりを引き、ゴールまでのタイムを競うドッグスポーツ。ドッグスポーツの王様
とも呼ばれています。犬の頭数は種目によって異なり、一頭引きから頭数無制限まであります。スキージョーはそりの
代わりに、スキーを履いて行うレースでヨーロッパでは非常に普及しているドッグスポーツです。犬と人をつなげるラ
インを直接マッシャーの腰につけます。スケーティング等のテクニックで犬を助けてスピードを上げます。※ビギナー
レースとファミリーレースは犬ぞりとスキージョーリング、どちらでも参加が可能ですが表彰はまとめて行います。

cf. （2 走）と記されたレースは２回走って頂き、タイムの早い方を記録とします。

■1dog 種目

1dog タイムレース（2 走）直線 60ｍ 5400 円

[土曜レース開催 09:15] [日曜レース 08:35]

呼込み有り、伴走有り、何でも有りで、犬のゴールタイムを競う犬の徒競走種目

1dog ビギナーレース（2 走）直線 60ｍ 6480 円 自分のソリ(スキー)で走る場合は 5400 円
[土曜レース 10：20 ] [日曜レース 08：50 ]
犬ぞり、ハーネスのレンタル可。呼び込み、伴走を始めフルサポートが可能です。2 回走ります！

1dog ジュニアレース（2 走）直線 60ｍ ★マッシャーが 10 歳未満のクラスです！
6480 円

自分のソリ(スキー)で走る場合は 5400 円

[土曜レース 10：20 ] [日曜レース 08：50 ]
犬ぞり、ハーネスのレンタル可。呼び込み、伴走を始めフルサポートが可能です。2 回走ります！

1dog ファミリーレース 180ｍ 6480 円 自分のソリ(スキー)で走る場合は 5400 円
[ 土曜レース 11：00]

[ 日曜レース 10：05 ]

初心者でも安心して参加できる種目。犬ぞり、ハーネスのレンタル可。呼び込み、伴走を始めフルサポート可。

■2dog 種目
2dog ビギナーレース（2 走）直線 60ｍ 6480 円 自分のソリ(スキー)で走る場合は 5400 円
[土曜レース 14：40 ] [日曜レース 09：45 ]
犬ぞり、ハーネスのレンタル可。呼び込み、伴走を始めフルサポートが可能です。2 回走ります！

2dog ジュニアレース（2 走）直線 60ｍ ★マッシャーが 10 歳未満のクラスです！
6480 円

自分のソリ(スキー)で走る場合は 5400 円

[土曜レース 14：40 ] [日曜レース 09：45 ]
犬ぞり、ハーネスのレンタル可。呼び込み、伴走を始めフルサポートが可能です。2 回走ります！

2dog ファミリーレース 180ｍ

6480 円

自分のソリ(スキー)で走る場合は 5400 円
[ 土曜レース 15：30 ]

[ 日曜レース 14：２5 ]

初心者でも安心して参加できる種目。犬ぞり、ハーネスのレンタル可。呼び込み、伴走を始めフルサポート可。

2dog レース

600m

7560 円

自分のソリ(スキー)で走る場合は 6480 円
[ 土曜レース 09：40 ] [ 日曜レース

犬ぞり、ハーネスのレンタル可。呼び込みのみ可。

13：00 ]

■4～5dog 種目
4dog ファミリーレース 600m

7560 円

自分のソリ(スキー)で走る場合は 6480 円
[ 日曜レースのみ開催 10：40 ]

犬ぞり、ハーネスのレンタル可。呼び込み可。

4dog レース

4000m

10800 円

自分のソリ(スキー)で走る場合は 9720 円
[ 土曜レースのみ開催 12：50 ]

犬ぞり、ハーネスのレンタル可。呼び込みのみ可。

5dog レース

4000m

10800 円

自分のソリ(スキー)で走る場合は 9720 円
[ 日曜レースのみ開催 13：25 ]

犬ぞり、ハーネスのレンタル可。呼び込みのみ可。

■オープン種目（頭数制限無し）
ファミリーオープンレース

1500ｍ 8640 円

自分のソリ(スキー)で走る場合は 7560 円
土曜レース [13：40 ] ／ 日曜レース [14：45 ]

犬ぞり、ハーネスのレンタル可。呼び込みのみ可。

オープンレース

2500ｍ 9720 円

自分のソリ(スキー)で走る場合は 8640 円
土曜レース [14：00 ] ／ 日曜レース [15：05 ]

犬ぞり、ハーネスのレンタル可。呼び込みのみ可。

■ディスクドッグ競技
トス＆フェチ競技(Unlimited) 25m×50m（2R） 5400 円 【 土曜レースのみ開催 11：3０】
距離ごとにポイントがあり、60 秒間に投げたスローの合計ポイントが得点になります。

フリースタイルデモセッション（決勝 R 有り） 5400 円

[ 日曜レースのみ開催 11：2０ ]

犬が人の背中を蹴ってディスクをキャッチしたり、犬が人の足の裏に乗ったりなど様々なトリックを使って 2 分間の演技を行います。
群馬県はフリースタイルの聖地と呼ばれ、全米選手権 3 連覇をしたチームや世界選手権の優勝チームが多数も参加する予定です。

■コーシング競技
電動モーターで巻き取られるワイヤーに引っ張られるルアー（擬似餌のウサギ）を、追いかけるのがコーシングです。

雪上コーシングチャレンジレース（2 走） 直線 60ｍ 5400 円
[土曜レース 14：50 ] [日曜レース 15：30]
初心者でも安心して参加できる種目。呼び込み、伴走を始めフルサポート可。

■イベントタイム（観客参加／無料）【土曜／日曜とも開催します！】参加者全員にプレゼント有り！
犬ぞり・ディスクドッグ体験コーナーやクイズ大会など誰でも参加できるイベント盛り沢山です！

犬ぞり体験コーナー

雪原を犬橇に乗って滑ってみませんか？スノーモービルで引っ張るマッシャー体験！！

ディスクドッグ体験コーナー
ワンワンクイズ大会

ディスクドッグ犬があなたの投げるディスクをキャッチしてくれます！！

○×の犬に関するクイズ大会です！知識よりもひらめきが勝利の鍵！？

ゲームプラン（Time Table）
*あくまでも予定です。気象状況により、時刻や距離等に変更が生じることがあります。ご了承ください。

3 月３日 土曜レース
08:30

サインアップ

08:50

マッシャーズミーティング

09:15

1dog タイムレース（2 走）

60m

09:40

2dog レース【犬ぞり／スキー】

600ｍ

10:20

1dog ビギナーレース（2 走）【犬ぞり／スキー】

60ｍ

1dog ジュニアレース（2 走）【犬ぞり／スキー】

60ｍ

11:00

1dog ファミリーレース【犬ぞり／スキー）

11:30

ディスクドッグ

12:00

観客参加イベント

12:50

4dog レース【犬ぞり／スキー】

4000ｍ

13:40

ファミリーオープンレース【犬ぞり／スキー】

1500m

14:00

オープンレース【犬ぞり／スキー】

2500ｍ

14:40

2dog ビギナーレース（2 走）【犬ぞり／スキー】

60ｍ

トス&フェチ競技

180ｍ
Unlimited

犬ぞり体験コーナー/ディスクドッグ体験コーナー/クイズコーナー

2dog ジュニアレース（2 走） 【犬ぞり／スキー】60ｍ
14:50

雪上コーシングチャレンジレース（2 走）

60m

15:30

2dog ファミリ－レース【犬ぞり／スキー】

180ｍ

15:45

オープントレイル

16:00

土曜レース表彰式

3 月４日

日曜レース

08:00

サインアップ

08:20

マッシャーズミーティング

08:35

1dog タイムレース（2 走）

60m

08:50

1dog ビギナーレース（2 走）【犬ぞり／スキー】

60ｍ

1dog ジュニアレース（2 走） 【犬ぞり／スキー】60ｍ
09:20

2dog ビギナーレース（2 走）【犬ぞり／スキー】

60ｍ

2dog ジュニアレース（2 走） 【犬ぞり／スキー】60ｍ
09:40

1dog ファミリーレース【犬ぞり／スキー】

180ｍ

10:10

4dog ファミリーレース【犬ぞり／スキー】

600ｍ

10:45

2dog ファミリーレース【犬ぞり／スキー】

180ｍ

11:20

ディスクドッグ

12:00

観客参加イベント

13:00

2dog レース【犬ぞり／スキー】

600m

13:25

5dog レース【犬ぞり／スキー】

4000m

14:10

ファミリーオープンレース【犬ぞり／スキー】

1500m

14:40

オープンレース【犬ぞり／スキー】

2500m

15:15

雪上コーシングチャレンジレース（2 走）

60m

16:15

日曜レース表

フリースタイルセッション
犬ぞり体験コーナー/ディスクドッグ体験コーナー/クイズコーナー

MDSF 実行委員会名簿
◆実行委員長/木村伸吾

◆実行副委員長/及川隆史・平井寧

◆実行委員/二見貴士・須貝尚史・宇佐見トシ枝・二見亜紀子・酒井寛・酒井伸子
矢口順子・矢口浩之・平井皇介・平井俊介
◆会計/平井麻紀◆監査/木村靖子
◆専属獣医師/平井萌波

特別協力

水上高原スキーリゾート

MDSF Event STAFF
Race Marshal

Hirai Shunsuke / Co-Race Marshal

Futami Takashi

Trail Boss Kimura Shingo / Time Keeper Hirai Maki
Race Assistant
PA

Kimura Shingo

Sakai Hiroshi

Sugai Hisashi Hirai shunsuke

/ Timer Matsuura Michiko

Headquarters Office Futami Akiko Hirai Maki Kimura Yasuko

Yaguchi Junko

Veterinarian Hirai Monami

◇ Dr.Mona のアニマルカイロプラクティック◇

日本で唯一のアニマルカイロプラクティック獣医 Dr.Mona の診療を受けることが出来ます。
正しく・快適に動ける⾝体で、より⾼いレベルの健康管理をしてみませんか？
診察料：1 頭 6000 円
（予約フォームよりご予約いただいた MDSF 参加者は 500 円割引となります。）
（初めての⽝は初診料別途 2000 円）
ご予約はこちらから→https://ssl.form-mailer.jp/fms/b3e76e8c291265

