
 

 

土曜レース 12/１ Ｓat   緑字は【５ミニッツルール】の集合時間です 

 10:30   プレイヤーズミーティング&乗り方講習会           ワンコインゲーム  

 11:00   お試し 50m ランニング（２走） ５０m 【10:55】      ストラックアウト 

 11:30   お試し 50m コーシング（２走） ５０m 【11:25】 

 12:00   1dog サイクルレース  ３５０m 【11:55】 

 12:30   1dog スクーターレース  ３５０m 【12:25】 

 13:00   2dog チャレンジレース（２走）  ７０m 【12:55】 

 13:30   2dog サイクルレース  ４５０m 【13:25】 

 14:00   1dog チャレンジレース（２走）  ７０m 【13:55】 

 14:30   4dog リミテッドレース  ４５０m 【14:25】 

 15:00   コーシングチャレンジレース（２走）７０m 【14:55】 

 15:30   セレモニー 

 17:30   ＊BBQ 

  

日曜レース 12/2 Sun 

 08:00   プレイヤーズミーティング&乗り方講習会           ワンコインゲーム  

 08:30   お試し 50m ランニング（２走） ５０m 【08:25】         ストラックアウト 

 09:00   お試し 50m コーシング（２走） ５０m 【08:55】 

 09:30   1dog サイクルレース  ３５０m 【09:25】 

 10:00   1dog スクーターレース  ３５０m 【09:55】 

 11:00   1dog チャレンジレース（２走） ７０m 【10:55】 

 11:30   ディスクドッグ ミニディスタンス 

 12:00   フライボールセッション 

 12:30   250m コーシングレース  ２５０m 【12:25】 

 13:00   2dog チャレンジレース（２走） ７０m  【12:55】 

 13:30   2dog サイクルレース  ４５０m 【13:25】 

 14:00   2dog スクーターレース  ４５０m 【13:55】 

NEW!!14:30   1dog スクーターデュアルレース ５０m 【14:25】 

 15:00   アンリミテッドレース   ４５０m 【14:55】 

 16:30   セレモニー 



　12月1日　土曜レース

① お試し 50m ランニング（２走） ５０m

1 津田　夏海 ロキ ボーダーコリー DT　Kanagawa 神奈川 レンタル

2 木村　伸吾 サンビ マクナブシェパード K'sDT/RD 群馬

3 Lucka フェニックス ボーダーコリー DTF 群馬

② お試し 50m コーシング（２走） ５０m

1 山口　国子 ハルク ｱﾗｽｶﾝﾏﾗﾐｭｰﾄ ⽝⼒舎 埼玉

2 平井　皇介 ジェイク ボーダーコリー DTF 群馬

③ 1dog サイクルレース ３５０m

1 市川 明宏 シキ シベリアンハスキー 北関東マッシャーズクラブ 群馬

平井　萌波 ライカ ミニマリ DTF 群馬

2 山口　国子 ジェリー アラスカンハスキー ⽝⼒舎 埼玉

3 森貞　忠真 トラノスケ シベリアンハスキー Freelance 東京

④ 1dog スクーターレース ３５０m

1 木賀田　裕 グレース ｼﾍﾞﾘｱﾝﾊｽｷｰ Freelance 埼玉 レンタル

2 大塚　隆一 ケント ｼﾍﾞﾘｱﾝﾊｽｷｰ みらくるPaw 千葉

3 木村　真弓 ルーク フラットコーテッドレトリバー Freelance 東京

4 渡邊　裕美子 ベリー ブリタニースパニエル DT千葉 千葉 レンタル

5 大塚　隆一 ニコ ｱﾗｽｶﾝﾏﾗﾐｭｰﾄ みらくるPaw 千葉

6 瀬⼾　良子 フウタ フラットコーテッドレトリバー Freelance 東京

7 平井　萌波 ライカ ベルジアンマリノア DTF 群馬

⑤ 2dog チャレンジレース（２走） ７０m

1 内川　三菜子 ニコ＆マシュー ｼﾍﾞﾘｱﾝﾊｽｷｰ Freelance 東京 レンタル

2 酒井　伸子 バルカ＆ガッシュ ラブラドｰルレトリバー＆MIX BoundBow 群馬 レンタル

3 本間　和泉 ロッカ＆ミツバ サモエド ホワイトスパークス 山形

4 木村　靖子 ハク＆ユニコーン ボーダーコリー DTC/K'sDT 群馬

5 吉岡　浩二 ユーコン＆ヨーヨー MIX DT千葉/SDDC 千葉 レンタル

5 津田　夏海 アインシュタイン＆ロキ MIX＆ボーダーコリー DT　Kanagawa 神奈川

6 須貝　尚史 リン＆ヒメ ボーダーコリー Rambledogs 群馬

7 森貞　忠真 ギンノスケ＆トラノスケ シベリアンハスキー Freelance 東京

⑥ 2dog サイクルレース ４５０m

1 宮川　正雄 カブ＆ファロ MIX＆サモエド Freelance 東京

2 鵜野　淳 アンディ＆ケイティ ゴールデンレトリバー Freelance 千葉

3 Lucka Rayo&Garp ボーダーコリー DTF 群馬

4 石井　宏明 ギンガ＆タロウ シベリアンハスキー タービュランス 千葉

5 荒木　一樹 ルカ＆ハルカ ボーダーコリー Jack&Beanstalk 埼玉

⑦ 1dog チャレンジレース（２走） ７０m

1 内川　三菜子 マシュー ｼﾍﾞﾘｱﾝﾊｽｷｰ Freelance 東京 レンタル

2 石井　宏明 ジロウ シベリアンハスキー タービュランス 千葉

3 渡邊　裕美子 リップ ボーダーコリー DT千葉 千葉 レンタル

4 松島　要 ミーシャ サモエド ホワイトスパークス 栃木

5 荒木　一樹 レナ ボーダーコリー Jack&Beanstalk 埼玉

6 内川　三菜子 ニコ ｼﾍﾞﾘｱﾝﾊｽｷｰ Freelance 東京 レンタル

7 本間　和泉 ミツバ サモエド ホワイトスパークス 山形



⑧ 4dog リミテッドレース ４５０m

1 荒木　一樹 ナツメ＆ハルカ他 ボーダーコリー Jack&Beanstalk 埼玉

2 須貝　尚史 ディーバ＆カタナ ボーダーコリー＆ラーチャー Rambledogs 群馬

3 二⾒　貴⼠ セドナ＆スピカ他 ボーダーコリー＆MIX JADC 埼玉

⑨ コーシングチャレンジレース（２走）７０m 

1 石井　宏明 ギンガ シベリアンハスキー タービュランス 千葉

2 山口　国子 ジェリー アラスカンハスキー ⽝⼒舎 埼玉

3 石井　宏明 タロウ シベリアンハスキー タービュランス 千葉

4 久住　悦子 クイック ボーダーコリー DTC 東京

5 石井　宏明 ジロウ シベリアンハスキー タービュランス 千葉

　12月2日　日曜レース

① お試し 50m ランニング（２走） ５０m

1 津田　夏海 ロキ ボーダーコリー DT　Kanagawa 神奈川

2 清水　忠憲 ルークスカイウォーカー ボーダーコリー BB/DTC 群馬

3 Lucka フェニックス ボーダーコリー DTF 群馬

② お試し 50m コーシング（２走） ５０m

1

2

3

③ 1dog サイクルレース ３５０m

1 木村　伸吾 ケイレブ ダッチシェパード K'sDT/Rambledogs 群馬

2 平井　萌波 ライカ ベルジアンマリノア DTF 群馬

④ 1dog スクーターレース ３５０m

1 渡邊　裕美子 ベリー ブリタニースパニエル DT千葉 千葉 レンタル

2 木村　真弓 ルーク フラットコーテッドレトリバー Freelance 東京

3 矢口　順子 パルサー MIX Rambledogs 群馬

4 齊藤　みゆき ハナミチ アラスカンハスキー 北関東マッシャーズクラブ 埼玉

5 瀬⼾　良子 フウタ フラットコーテッドレトリバー Freelance 東京

6 渡邊　裕美子 リップ ボーダーコリー DT千葉 千葉 レンタル

⑤ 1dog チャレンジレース（２走） ７０m

1 清水　忠憲 ルークスカイウォーカー ボーダーコリー BB/DTC 群馬 レンタル

2 齊藤　みゆき もんじゃ ポメラニアン 北関東マッシャーズクラブ 埼玉

3 Lucka ガルプ ボーダーコリー DTF 群馬

4

⑥ ディスクドッグ ミニディスタンス

1 吉岡　美緒 ヨーヨー MIX DT千葉/SDDC 千葉

2 津田　夏海 アインシュタイン MIX DT　Kanagawa 神奈川

3 渡邊　裕美子 リップ ボーダーコリー DT千葉 千葉

4 吉岡　美緒 ロクシー ボーダーコリー DT千葉/SDDC 千葉

5

6



⑨ (Flyball) 3on3レース

須貝　尚史 カタナ ラーチャー DogTownFlyballClub 群馬

平井　萌波 ペッパー MIX DogTownFlyballClub 群馬

酒井　寛 ソニー ウィペット BoundBow/DTFC 群馬

木村　靖子 グレン MIX DogTownFlyballClub 群馬

国吉　佐知子 ミジェット ラブラドールレトリバー DogTownFlyballClub 群馬

平井　皇介 ポップス MIX DogTownFlyballClub 群馬

⑩ 250m コーシングレース ２５０m

1 二⾒　貴⼠ ミネルヴァ ウィペット JADC 埼玉

2 酒井　寛 ソニー ウィペット BoundBow 群馬

⑪ 2dog チャレンジレース（２走）

1 津田　夏海 アインシュタイン＆ロキ MIX＆ボーダーコリー DT　Kanagawa 神奈川 レンタル

2 木村　靖子 ハク＆ユニコーン ボーダーコリー DTC/K'sDT 群馬

⑫ 2dog サイクルレース ４５０m

1 瀬⼾　良子 フウタ＆ルーク フラットコーテッドレトリバー Freelance 東京

2 久保　眞由美 フク＆ヴィッツァー エアデールテリア BoundBow 神奈川 レンタル

3 渡部　琢磨 ハロ＆バット シベリアンハスキー 北関東マッシャーズクラブ 群馬

⑬ 2dog スクーターレース ４５０m

1 吉岡　浩二 ユーコン＆ヨーヨー MIX DT千葉/SDDC 千葉 レンタル

2 酒井　伸子 バルカ＆ガッシュ ラブラドｰルレトリバー＆MIX BoundBow 群馬 レンタル

3 齊藤　みゆき リキ＆ハナミチ シベリアンハスキー＆アラスカンハスキー 北関東マッシャーズクラブ 埼玉

4 須貝　尚史 カタナ＆チェイス ラーチャー RambleDogs 群馬

5

⑭ 1dog スクーターデュアルレース ５０m

1 清水　忠憲 コハク ボーダーコリー BB/DTC 群馬 レンタル

2

⑮ アンリミテッドレース ４５０m

1 平井　皇介 DTF 群馬

2 二⾒　貴⼠ セドナ＆スピカ他 ボーダーコリー＆ウィペット JADC 埼玉

3 Yachi DTF 群馬

4


