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「ドッグスポーツ」はドグタウン工房が約 25 年前に提唱した⾔葉です。 
この⾔葉はいつしか当たり前のように使われています。 

ドッグスポーツ文化は広がり、深まっています。 
 

そして、交じり合っていきたい 
 

やって楽しい︕⾒て楽しい︕素敵で斬新なイベントが九州で始まります︕ 
ドッグダンスとディスクドッグ 

ドッグスポーツ界のダブルフリースタイルが１day トーナメント形式で⾏われます。 
今回はインドアフィールドで⾏います︕ 

ドッグスポーツに関係なく参加できるゲームもご⽤意しました︕ 
あぁ、ドッキドキのワックワク☺ 

皆様のご参加をお待ちしております︕︕ 

◆ 主 催   ドグタウン工房株式会社 
◆ 共 催   ワンダフルワン⿅児島／ルツカｋ9 フリースタイルクラブ 
◆ 協 賛   信頼のドッグフード Dr Tim’s   より高いレベルの安全を愛犬に RuffToughKennel  
◆ 協 ⼒   ワンダフルライフ／四国ディスクドッグクラブ／TeamClimb 
日程＆会場︓ 11/3（土）【コンペティション】 福岡県くつろぎの森グリーンピア⼋⼥ 森の練習広場インドアフィールド 
 11/4（日）【ワークショップ】 福岡県くつろぎの森グリーンピア⼋⼥ グラウンドアウトドアフィールド 
               HP はこちら→http://greenpia-yame.com/ 
 
種目と⾦額︓ 11/3（土）ドッグキャンプトロフィーズ 
     ① K9 フリースタイル トリッククラス    1 チーム 4320 円(税込み)           
     ② K9 フリースタイル オープンクラス w/treats   1 チーム 9180 円(税込み) 
    ③ K9 フリースタイル オープンクラス           1 チーム 9180 円(税込み) 
    ④ ディスクドッグ   フリースタイル（１R トスフェチ+２R フリー） 1 チーム 9180 円(税込み) 
        ⑤ ディスクドッグ   タイムトライアル          1 チーム 4320 円(税込み) 
                  ※両方のﾄﾞｯｸﾞｽﾎﾟｰﾂに参加する場合は 2000 円のキャッシュバックがあります。（別の犬も可） 
              ※ドグタウンクラブメンバーは、ディスクドッグ種目で各１000 円のキャッシュバックがあります。 
                  ※LKC メンバーは、K9 フリースタイル種目で各１000 円のキャッシュバックがあります。 
                  ※LKC ファンメンバーは、K9 フリースタイル種目で合計 500 円のキャッシュバックがあります。 

  
 11/4（日）クリニック＆ワークショップ（Clinic & Workshop 略︓C&W） 
            ⑥ ルツカ プレボバの K9 フリースタイル C&W  1 チーム 5400 円(税込み) 
        ⑦ 平井俊介のディスクドッグ C&W        1 チーム 5400 円(税込み) 
        ⑧ Yachi のディスクドッグ C&W  (４組限定) 1 チーム 6480 円(税込み) 
        ⑨ 犬無しでの⾒学     1 人様  3240 円(税込み) 
         ※各 C&W は参加人数によって変わりますが、1 チーム約 15〜20 分です。 
     ※各 C&W は１人３回まで受ける事が可能です。(Yachi の C&W を除く) 
     ※各 C&W は２回目以降から 500 円のキャッシュバックがあります。 
     ※C&W 参加者は他のチームの⾒学が可能です。 
     ※C&W のみ参加される場合は、3000 円アップいたします。 

ドッグキャンプトロフィーズ 2018 



    会場について︓  会場設備利⽤費は１名様 1000 円となります。 

    グラウンドはコンクリートの上に深めの人口芝が敷いてあります。 
 
 競技内容︓   ①New!!トリッククラス ４つのトリックのみで参加出来るクラスです ☺  
   こちらが⽤意する音楽に合わせて出来れば、さらに高得点です。（現在準備中） 
              1st trick スピン&サークル（左回り＆右回り）を各２回ずつ。 
              2nd trick ウェイブ（足を交互にくぐる）を１０ｍ。 
              3rd trick 左のヒールウォーク（犬が左横に付いて歩く）を１０ｍ。 
              4th trick オリジナルトリック（出来るトリック）、１０秒間のアイコンタクト（犬が正面で集中）の 
       どちらかを⾏う。 
    各１０点満点で評価し、３０点以上で合格です ☺ 

 
     ②＆③K9 フリースタイル オープンクラス w/treats & オープンクラス 
        基本的なルールはこちらからお読みください 
              オープンクラスとは、ｲﾝﾀｰﾒﾃﾞｨｴｲﾄｸﾗｽとｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｸﾗｽを統一したものです。(１〜４分の演技時間) 
                  オープンクラス w/treats（ウィズトリーツ）は、トリーツが使⽤可能のクラスです。 
              各種目１R のみとなります。 
   
           ④ディスクドッグフリースタイル 基本的なルールはこちらからお読みください 
              今回は、１R トス＆フェチ+２R フリースタイル（D2 フリースタイルルール）で⾏います。 
              ※１R 22.5P+２R 40P*3＝142.5P 満点で⾏います。  
   
    ⑤New!!タイムトライアル  
    ・２チームで競争する、トーナメント形式です。 
    ・スタートラインからポイントゾーン(18m 先にある)に投げて、犬がキャッチをしたら１P です。 
    ・先に２P を獲得して、犬がスタートラインに戻ってきたら勝利です。 
      ※ボールでも可能です。（音がならないもの） 
      ※人はスタートラインを越えてはいけません。 
      ※犬が相手チームのフィールドに入ると負けになります。 
      参考動画︓https://youtu.be/eIcJAdRfTNk  

   
 

     ジャッジ︓ K9 フリースタイルジャッジ 永村正子 氏（ワンダフルライフ）＆ルツカプレボバ 

            ディスクドッグジャッジ 平井俊介 ＆ ルツカプレボバ 

 

  クリニック＆ワークショップについて︓  



 基本から応⽤まで、トレーニングやルーチンに関する事、どのような事でもポイントを明確にしてサポート致します。 

    ※ワークショップとは、テーマを定めたワンポイントセミナーを意味します。（講師からテーマを発信） 

    ※クリニックとは、参加者の悩みを解決する方法を提案し実践する事を意味します。（参加者からテーマを発信） 

                      

参加資格︓ 犬が好きな方 （クラブや団体などは関係ありません） 
申込み︓ ホームページ上の申込みフォームからお願いします。 
締切り︓ 10/24(水)が締切りとなります 
連絡先︓ 平井俊介携帯 090-8330-5008（海外遠征の為10/22〜30は対応出来ません。） 
 WWK奈良秋⼦携帯 080-6405-8790 
更⾐室︓ インドアフィールドにあります。 
宿泊と食事︓ WWKのHPからご案内いたします。http://www7b.biglobe.ne.jp/~wonderfulwankagoshima/kyusyucup2018.html 
ウェルカムパーティー︓11/３(土)にウェルカムパーティーを予定（現在調整中） 
ジャッジングセミナー︓日曜の夕方からディスクドッグ USDDNジャッジングセミナーを⾏います。※予定時間 ４時間 
  ディスクドッグのルールを分かり易く解説します。その上でジャッジテストを⾏い、 
  ジャッジとしてこのスポーツと向き合えるようになります。 
  1人 5000円（10人以上集まる場合は 1人4000円）必要なもの 筆記⽤具 
  
 

◆Time Table （全ては予定です。ご了承ください） 
 
11 月 3 日（土） 
 ０９︓００  会場設営     Set Up Field 

  ０９︓３０  サインアップ     Sign Up 
 １０︓００  プレイヤーズミーティング   Player’s Meeting 
 １０︓３０  K9 フリースタイル トリッククラス    Trick Class 
 １１︓００  K9 フリースタイル オープンクラス with トリーツ Open Class w/treats 

  １１︓３０  K9 フリースタイル オープンクラス   Open Class 
  １２︓３０  ディスクドッグ フリースタイル１R トス＆フェチ  １R Toss&Fetch 
  １３︓００  ディスクドッグ フリースタイル２R フリースタイル ２R Freestyle 
  １４︓００  ディスクドッグ タイムトライアル    Time Trial 
  １４︓３０  表彰式     Ceremony  
  １５︓００  チャンピオンデモ＆ジャッジデモ    Winner’s Demo& Judge Demo  
  １５︓３０  会場撤収      Clean up Field 
 
 
11 月４日（日） 
 ０９︓００  サインアップ     
 ０９︓３０  プレイヤーズミーティング    

  １０︓００  K9 フリースタイル ワークショップ＆クリニック  
 １３︓００  ディスクドッグ ワークショップ＆クリニック 

  １８︓００  ディスクドッグ ジャッジングセミナー 
           
 


