
⽝と遊ぼう︕⽝ぞり＆ザ・レース＠⼗勝 

Funky!! 

INUZORI WEEKEND NAKASATSUNAI 

ファンキー!!⽝ゾリウィークエンド中札内 

 

犬ぞりをはじめ、いくつものドッグスポーツを満喫できる 

今までにない新感覚犬ぞりレース！ 

誰でも楽しめる内容になっています! 

雪まみれ、犬まみれで 2 日間思いっきり遊びましょう:)) 

ドグタウン工房 平井皇介 

 

○日 時 ２０１9 年２月 1６日（土）・1７日（日） 

○会 場 バンブードッグフィールド特設トレイル（北海道中札内村東蔦東６線 152-4） 

○主 催    ドグタウン工房  

○特別協力   バンブードッグフィールド／奥山ドッグトレーニング／With Dog／JDDＮ北海道／ 

４PawsSports HKD 

申し込み  ドグタウン工房 HP 上から、エントリーフォームでお申し込みください 

申し込みが上手くいかない場合はドグタウン工房 

Tel 0278‐24‐7628 又は e-mail dogtownf@po.kannnet.ne.jp 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    

            送付してください。そして、お申し込みの上、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。申し込み時にお振込みください。 
 原則としてエントリーフィーの返却は出来ませんので、予めご了承願います。 

 ・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 10440 番号 34665781 ドグタウン工房（株） 

 

○問合せ先  ドグタウン工房 0278-24-7628  [ 当日連絡先 平井皇介携帯 090-4438-7178 ] 

○締め切り  ２０１9 年 2 月 11 日（月）※当日エントリーは 50０円増しになります。ご了承下さい。 

 

○種 目    別紙競技種目の説明をご参照ください。 

○レンタル   ハーネス及びラインのレンタル無料、ソリのレンタルは 1 レース 1000 円となります 

○参加費   申込フォームに記載 ※お手数をお掛け致しますが締め切り日までにお振り込み願います。 

○章 典     記念品（各種目優勝チーム） 

※特別表彰   ・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表彰をさせて頂きます！ 

☆お楽しみ抽選  表彰式でラッフル抽選会を行います。   



 

競技種目の説明 

 

 

 

    

 

 

 

■ドッグトレッキング競技  

日本では、殆ど行われていない競技。犬と人が共に走りタイムを競う最もシンプルで基本的なドッグトレッキングです。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。お散歩の延長で参加できる、愛犬と走る喜びと楽しさをそのまま競技に。 

パルカランレース 直線 50ｍ（2 走）   6480 円          ［土曜レース ] [ 日曜レース ] 

犬と人の間にチューブをつなぎ走ります！これから犬ぞりを始める第一弾として、ソリは引けないけれどチューブならば！という小型犬などにお勧めの 

種目。ハーネス、ラインのレンタル可。呼び込み、伴走有り。 

 

■犬ぞり＆スキージョーリング競技 

犬ぞりは犬が人（マッシャー）の乗るそりを引き、ゴールする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。 

 

1dog 種目 

犬が１頭で人が乗っているそりを引きます。直線を走るだけですのでどなたでも参加可能です。人はスピードを上げるために雪面をけっ

たり、雪上を走ったりします。 

1dog チャレンジレース 直線 50ｍ（2 走）   6480 円  [ 土曜レース ] [ 日曜レース ] 

1 頭引きで直線コースを走ります。初心者でも参加できる種目。 

犬ぞり、ハーネス、ラインのレンタル可。呼び込み、伴走を始めサポートがフルに許されています。 

 

1dog レース  300ｍ   7560 円  [ 土曜レース] [ 日曜レース ] 

＊スキージョーリングで参加することが出来ます 

1 頭引きでコースを走ります。犬ぞり、ハーネス、ラインのレンタル可。呼び込みのみ許されています。 

 

2dog 種目 

犬を 2 頭までつなげる事が出来ます。犬を 2 頭にするということは、単純に 2 倍難しくなるというだけではなく何倍も難しい要素が加

わります。そして、何倍も楽しいですよ!!! 

2dog チャレンジレース 直線 50ｍ（2 走）  6480 円  [ 土曜レース ] [ 日曜レース ] 

2 頭引きで直線コースを走ります。初心者でも参加できる種目。 

犬ぞり、ハーネス、ラインのレンタル可。呼び込み、伴走を始めサポートがフルに許されています。 

種目の参加難易度 

易しい 気持ち良い ちょいムズ 



2dog ファミリーレース 300ｍ     7560 円    [ 土曜レース ] [ 日曜レース ] 

＊スキージョーリングで参加することが出来ます 

2 頭引きで 30０ｍコースを走ります。初心者でも参加できる種目。 

犬ぞり、ハーネス、ラインのレンタル可。呼び込み、伴走を始めサポートがフルに可。  

  

2dog レース 1500m   8640 円       [ 土曜レース] [ 日曜レース ] 

＊スキージョーリングで参加することが出来ます 

2 頭引きで 15００m を走ります。犬ぞり、ハーネス、ラインのレンタル可。呼び込み可。 

 

オープン種目 

犬を 3 頭以上つなげる事が出来ます。リードドッグとウィールドッグという犬ぞりの基本型が、この種目から始まります。今大会の花

形で、全国から集まったトップクラスのマッシャー達が熱い火花を散らせます！コンマの差で競われる白熱のレースは必見。 

ファミリーオープンレース  1500m  8640 円 [ 土曜レース ] [ 日曜レース] 

3 頭以上で 15００m を走ります。犬ぞり、でハーネス、ラインのレンタル可。呼び込みのみ許されています。 

 

■ ディスクドッグ競技 

ディスクドッグは人が投げたフリスビーディスクを犬がキャッチするというスポーツ。この 15 年で日本に急速に普及したドッグスポー

ツの花形。 

トス＆フェチ競技(Unlimited)    25m×50m    5400 円   【 土曜日のみ】 

距離ごとにポイントがあり、90 秒間に投げたスローが得点になります。 

 

フリースタイルデモセッション    6480 円       [ 日曜日のみ] 

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（ルーティン）を行います。 

（KOSUKE＆MONA のコメント付き！） 

 

■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 直線 50ｍ（2 走）  6480 円   [ 土曜レース ] [ 日曜レース] 

モーターで巻き上げるルアーを犬が追いかけるシンプル競技。直線のコース設定で初心者でも参加できるレース。 

 

■イベントタイム（観客参加／無料） 

犬ぞり・ディスクドッグ体験コーナー（プレゼント有り！）やクイズ大会などの誰でも参加できるイベント盛り沢山です！ 

・ディスクドッグ体験コーナー（参加者全員にプレゼント有り！） 世界で活躍する犬が沢山登場します！ [土曜日] [日曜日] 

・犬ぞり体験コーナー（参加者全員にプレゼント有り！）  雪原を犬ぞりで滑ってみませんか？ [土曜日] [日曜日] 

       

 

 

 

 

 

 



 

 ゲームプラン（Time Table）*あくまでも予定です。天候により、時間距離等に若干の変更が生じることがあります。ご了承ください。 

 

2 月 15 日 金曜 

13:00～ Toss&Fetch ワークショップ        

      Freestyle ワークショップ 

      Flyball ボックスターンレッスン 

 

2 月 16 日 土曜レース 

09:00  マッシャーズミーティング        

09:30  パルカランレース（2 走）             50ｍ  

10:00  2dog チャレンジレース（2 走）        50ｍ 

10:45  1dog レース                 300ｍ 

11:15  1dog チャレンジレース（2 走）        50ｍ 

12:00  2dog ファミリーレース             300ｍ 

12:30  ディスクドッグ トス&フェチ競技（Unlimited） 

         ディスクドッグ体験コーナー（プレゼントタイム） 観客参加イベント 

       犬ぞり体験コーナー（プレゼントタイム） 観客参加イベント 

13:30  2dog レース                    1500ｍ 

14:15  雪上コーシング（2 走）              50ｍ 

15:00    ファミリーオープンレース            1500ｍ 

16:00   初日 表彰式 

 

2 月 17 日 日曜レース 

08:00  マッシャーズミーティング        

08:30  パルカランレース（2 走）             50ｍ  

09:00  2dog チャレンジレース（2 走）        50ｍ 

09:45  1dog レース                 300ｍ 

10:15  1dog チャレンジレース（2 走）        50ｍ 

11:00  2dog ファミリーレース             300ｍ 

11:30  ディスクドッグ フリースタイルデモセッション 

         ディスクドッグ体験コーナー（プレゼントタイム） 観客参加イベント 

       犬ぞり体験コーナー（プレゼントタイム） 観客参加イベント 

12:30  2dog レース                    1500ｍ 

13:15  雪上コーシング（2 走）              50ｍ 

14:00    ファミリーオープンレース            1500ｍ 

15:00   初日 表彰式 

 



 

 

IWN 競技運営スタッフ 

◇レースマーシャル／木村伸吾 

◇トレイルボス／木村伸吾 ◇タイムキーパー／平井皇介 

◇レースアシスタント ◇ＰＡ／平井皇介 

◇事務局／平井萌波 

◇ 専属獣医師／平井萌波 

 
【ワークショップ】  
― Toss&Fetch ワークショップ －  
【内容】 ⼒に頼らない︕全く新しいスローイングに焦点を当てます。 
【料⾦】 10000 円  ＊DTC は 5000 円 
【必要なもの】 ディスク 
 
― Freestyle ワークショップ －  
【内容】オリジナリティの強化︕自分だけのシグネチャームーブを探そう︕︕ 
【料⾦】 10000 円  ＊DTC は 5000 円 
【必要なもの】 フリースタイル音楽/ディスク 
 
 ●Flyball ボックスターンレッスン●  
基本のキから、よりスピードアップしたいエキスパート Flyball Dog まで対象のフライボールレッスンです。 
クロストレーニングとしても非常に有効です 
【料⾦】︓１チーム 2 セッション  8640 円（税込） ※レース参加チーム 5400 円（税込） 

DTFC メンバー2160 円（税込） 
 

 

◇ 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 

（初めての⽝は初診料別途 2000 円） 
詳細はこちら→ http://dogtownfactory.com/monaanimalchiro/ 


