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 観客参加イベント(12時から整理券を配布致します。)
 犬用フリスビーやプープバッグが貰えるプレゼント企画!!
「無料犬ぞり体験コーナー」
「無料ディスクドッグ体験コーナー」
「雪上ワンワンクイズ大会」
 

みなかみ高原発 『新犬ぞり物語 Part.9』

3 月 2 日(土)・3 日(日) 群馬県利根郡みなかみ町藤原6152-1

観
戦
無
料

『犬ぞり体験スクール』1/5〜3/31まで！水上高原スキーリゾートTEL 0278-75-2222 にて受付け中!!

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
　 　水上温泉旅館協同組合 
協賛 Dr.Tim’s　ドクターティムズ/Ruff Tough Kennels
獣医師　平井萌波

申込方法 HP[dogtownfactory.com]からエントリーフォームでお申し込みください
お問い合わせ先TELお問い合わせ先TEL0278-24-7628 当日TEL090-8330-5008
宿泊 水上高原ホテル200　 TEL0278-75-2222（会場に隣接）
　　 水上温泉旅館協同組合　TEL0278-72-2611

主催 ＭＤＳＦ運営実行委員会（ミナカミドッグスポーツフェスタ）

主管 DOGTOWNFACTORY ドグタウン工房(株)
協力 JADC/BoundBow/RambleDogs/各ドッグスポーツクラブ



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

３月２日 土曜レース 

08:00  サインアップ 

08:45  マッシャーズミーティング        

09:10  初心者用犬ぞりコーチ 

09:30  ① 1dogパルカランレース（2走）   60m 

09:45   ② 2dogレース【犬ぞり／スキー】              600ｍ  

10:15    ③ 1dogビギナーレース（2走）【犬ぞり／スキー】   60ｍ 

④ 1dogジュニアレース（2走）【犬ぞり／スキー】   60ｍ   

11:00    ⑤ 1dogファミリーレース【犬ぞり／スキー）       180ｍ 

11:30  ⑥ ディスクドッグ トス&フェチ競技Unlimited 

    12:00    観客参加イベント 犬ぞり&ディスクドッグ体験コーナー/クイズコーナー 

12:40  ⑦ 4dogレース【犬ぞり／スキー】           4000ｍ 

13:15  ⑧ ファミリーオープンレース【犬ぞり／スキー】    1500m 

13:50  ⑨ オープンレース【犬ぞり／スキー】       2500ｍ 

14:15    ⑩ 2dogビギナーレース（2走）【犬ぞり／スキー】   60ｍ 

⑪ 2dogジュニアレース（2走） 【犬ぞり／スキー】 60ｍ   

14:30   ⑫ 雪上コーシングチャレンジレース（2走）          60m   

15:00  ⑬ 2dogファミリ－レース【犬ぞり／スキー】        180ｍ  

15:40  ⑭ コーシングパルカチャレンジレース（2走）         60m   

16:00   オープントレイル 

16:30   土曜レース表彰式 

 

３月３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 

08:40  初心者用犬ぞりコーチ 

09:00  ① 1dogパルカランレース（2走）   60m 

09:15    ② 1dogビギナーレース（2走）【犬ぞり／スキー】 60ｍ 

③ 1dogジュニアレース（2走） 【犬ぞり／スキー】 60ｍ 

  ④ 2dogビギナーレース（2走）【犬ぞり／スキー】 60ｍ 

⑤ 2dogジュニアレース（2走） 【犬ぞり／スキー】 60ｍ   

10:00  ⑥ 1dogファミリーレース【犬ぞり／スキー】     180ｍ  

10:20  ⑦ 2dogレース【犬ぞり／スキー】          600m  

11:00  ⑧ 4dogファミリーレース【犬ぞり／スキー】       600ｍ 

11:30  ⑨ ディスクドッグ フリースタイルセッション 

  12:00  観客参加イベント 犬ぞり&ディスクドッグ体験コーナー/クイズコーナー 

12:45   ⑩ 5dogレース【犬ぞり／スキー】         4000m 

13:15  ⑪ ファミリーオープンレース【犬ぞり／スキー】   1500m 

14:00  ⑫ オープンレース【犬ぞり／スキー】          2500m 

14:30  ⑬ 雪上コーシングチャレンジレース（2走）         60m 

15:00  ⑭ 2dogファミリーレース【犬ぞり／スキー】       180ｍ 

15:30  ⑮ コーシングパルカチャレンジレース（2走）   60m 

16:00  日曜レース表彰式 



MDSF2018　MUSHERS LIST

　3月2日　土曜レース①

① 1dogパルカランレース（2走） 60ｍ promise time 9:30

② 2dogレース （犬ぞり／スキー） 600ｍ promise time 9:45

1 木村　伸吾 サンビ＆ミドウ マクナブシェパード K'sDT/Rambledogs 群馬 SKI

2 大門　美保 ロケット&リノ アラスカンハスキー&シベリアンハスキー 北関東マッシャーズクラブ 群馬

3 渡邊　裕美子 ベリー&リップ ブリタニースパニエル&ボーダーコリー DT Chiiba 千葉 ソリ

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

5 永田　亮 ハック&クイック MIX＆ボーダーコリー JADC 埼玉

6 奥山　直美 ジャッキー ボーダーコリー 4pawsDsHKD/OkuyamaDT 北海道

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

8 内川　三菜子 ニコ＆マシュー シベリアンハスキー Freelance 東京 ソリ

9 大塚　隆一 ケント＆ニコ シベリアンハスキー&アラスカンマラミュート MiraclePAW 千葉

10 鵜野　すなお アンディ&ケイティ ゴールデンレトリバー Freelance 千葉 ソリ

11 須貝　尚史 カタナ&チェイス ラーチャー Rambledogs 群馬

12 宮川　正雄 カブ&ファロ MIX&サモエド Freelance 東京

13 武田　智子 タカ シベリアンハスキー Freelance 千葉

③ 1dogビギナーレース（2走） （犬ぞり／スキー） 60ｍ promise time 10:15

1 津田　夏海 ロキ ボーダーコリー DT　Kanagawa 神奈川 ソリ

2 吉本　美津子 アオイ シベリアンハスキー Freelance 千葉

3 中村　孝子 キャンディー ボーダーコリー ドグタウンクラブ 長野 ソリ

4 松島　要 ミーシャ サモエド ホワイトパークス 栃木

5 芦矢　隼平 スノー シベリアンハスキー Freelance 東京 ソリ

6 功刀　智子 スカイ ボーダーコリー Jack&Beanstalk 山梨

7 中村　孝子 ユリア ホワイトシェパード ドグタウンクラブ 長野 ソリ

8 荒木　裕美 レナ ボーダーコリー Jack&Beanstalk 埼玉

9 芦矢　栄司 レックス シベリアンハスキー Freelance 東京 ソリ

10 吉岡　浩二 ユーコン MIX ドグタウンクラブ 千葉 ソリ

11 久住　雅弘 ロビン ボーダーコリー ドグタウンクラブ 東京

12 酒井　貴美子 ナナ ボーダーコリー CDT 埼玉 SKI

13 小野原　弘子 ジェイク ボーダーコリー Freelance 埼玉 SKI

④ 1dogジュニアレース（2走） （犬ぞり／スキー） 60ｍ promise time 10:15

⑤ 1dogファミリーレース （犬ぞり／スキー） 180ｍ promise time 11:00

1 金子　博美 マリン ラブラドールレトリバー Freelance 東京 SKI

2 津田　夏海 ロキ ボーダーコリー DT　Kanagawa 神奈川 ソリ

3 渡辺　優子 アンディ シベリアンハスキー Freelance 埼玉

4 中村　孝子 キャンディー ボーダーコリー ドグタウンクラブ 長野 ソリ

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

6 木村　秀雄 ハル シベリアンハスキー Freelance 東京 ソリ

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

8 松島　要 バリー サモエド ホワイトパークス 栃木

9 中村　孝子 ユリア ホワイトシェパード ドグタウンクラブ 長野 ソリ

10 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

11 佐藤　アラン ドグタウンクラブ 埼玉 ソリ

12 植草　友理江 ビート ボーダーコリー ドグタウンクラブ 千葉 ソリ

13 寺澤　千春 コア ラブラドールレトリバー バウンドバウ 群馬 ソリ

14 金子　博美 ケニース ラブラドールレトリバー Freelance 東京 SKI



MDSF2018　MUSHERS LIST

　3月3日　土曜レース②

⑥ ディスクドッグ　トス＆フェチ競技 Unlimited promise time 11:30

1 高野　敬子 オーティー MIX 4pawsDsHKD/JSC 北海道

2 吉岡　美緒 ロクシー ボーダーコリー DT Chiiba 千葉

3 中村　孝子 キャンディー ボーダーコリー ドグタウンクラブ 長野

4 奥山　直美 ジャッキー ボーダーコリー 4pawsDsHKD/OkuyamaDT 北海道

5 吉岡　美緒 ヨーヨー MIX DT Chiiba 千葉

  ※　観客参加イベント 12:00～

⑦ 4dogレース（犬ぞり/スキー） 4000ｍ promise time 12:40

1 福島　加奈惠 ニコ＆エース他 MIX Freelance 岩手

2 常陸　大翔 ドーリス&ダグ他 Freelance 宮城

3 平井　萌波 アナ＆リクター他 MIX DogTownFactory 群馬

⑧ ファミリーオープンレース（犬ぞり/スキー） 1500ｍ promise time 13:15

1 金子　博美 ケニース ラブラドールレトリバー Freelance 東京 SKI

2 高野　敬子 ロージー&ディーディー他 MIX 4pawsDsHKD/JSC 北海道

3 手嶋　悠吾 アナベル＆ココア他 ボーダーコリー DTC 群馬 ソリ

4 須貝　尚史 カタナ＆チェイス他 MIX Rambledogs 群馬

5 石井　宏明 ギンガ＆タロウ他 シベリアンハスキー タービュランス NKMC 千葉

6 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

7 平井　萌波 ライカ&ハリボー マリノア&MIX DogTownFactory 群馬

⑨ オープンレース（犬ぞり/スキー） 2500ｍ promise time 13:50

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

2 二見　貴士 セドナ＆スピカ他 ボーダーコリー JADC 埼玉

3 平井　俊介 セージ＆ビーウィー他 MIX DogTownFactory 群馬

4 佐藤　宏悦 エブリー&マイク他 エリスハウンド他 Freelance 宮城

5 金子　博美 ケニース ラブラドールレトリバー Freelance 東京 SKI

⑩ 2dogビギナーレース（2走）（犬ぞり/スキー） 60ｍ promise time 14:15

1 中村　孝子 キャンディー&ユリア ボーダーコリー&ホワイトシェパード ドグタウンクラブ 長野 ソリ

2 小野原　弘子 ナナ&ジェイク ボーダーコリー Freelance 埼玉 SKI

⑪ 2dogジュニアレース（2走）（犬ぞり/スキー） 60ｍ promise time 14:15

⑫ 雪上コーシングチャレンジレース（2走） 60ｍ promise time 14:30

1 中村　孝子 キャンディー ボーダーコリー ドグタウンクラブ 長野

2 永田　勇気 ヒナ ダルメシアン JADC 埼玉

3 平井　萌波 アンブッシュ ウィペット DogTownFactory 群馬

4 中村　孝子 ユリア ホワイトシェパード ドグタウンクラブ 長野

5 二見　亜紀子 ミネルバ ウィペット JADC 埼玉

・ディスクドッグ体験　/　クイズコーナー　/　犬ぞり体験



MDSF2018　MUSHERS LIST

　3月3日　土曜レース③

⑬ ２dogファミリーレース（犬ぞり/スキー） 180ｍ promise time 15:00

1 酒井　貴美子 ナナ&ジェイク ボーダーコリー CDT 埼玉 SKI

2 小野原　弘子 ナナ&ジェイク ボーダーコリー Freelance 埼玉 SKI

3 植草　友理江 ビート＆ラフタフ ボーダーコリー＆MIX ドグタウンクラブ 千葉 ソリ

4 寺澤　千春 コア&バルカ ラブラドールレトリバー バウンドバウ 群馬 ソリ

5 猪俣　定広 ギンジ＆ネネ サモエド ホワイトスパークス 福島

6 津田　夏海 アインシュタイン&ポップス MIX DT　Kanagawa 神奈川 ソリ

7 松浦　道子 ミッシー＆アリー ボーダーコリー＆MIX TeamAichi 愛知 ソリ

8 功刀　徳親 ダッシュ&スカイ ボーダーコリー Jack&Beanstalk 山梨

9 中村　孝子 キャンディー&ユリア ボーダーコリー&ホワイトシェパード ドグタウンクラブ 長野 ソリ

10 矢口　順子 パルサー＆マルコー MIX&ボーダーコリー RambleDogs 群馬

11 大門　美保 リキ&ピッコリーナ シベリアンハスキー 北関東マッシャーズクラブ 群馬

12 木村　靖子 ユニコーン＆サンビ ボーダーコリー&マクナブシェパード DTC/K'sDT 群馬

13 吉岡　浩二 マーカス&ヨーヨー ボーダーコリー&MIX ドグタウンクラブ 千葉 ソリ

14 芦矢　隼平 スノー＆レックス シベリアンハスキー Freelance 東京 ソリ

15 木村　真弓 ルーク&フウタ フラットコーテッドレトリバー Freelance 東京

16 村井　みどり ポンタ&シオ シベリアンハスキー Freelance 千葉 ソリ

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

18 佐藤　アラン ドグタウンクラブ 埼玉 ソリ

⑭ コーシングパルカチャレンジレース（2走） 60ｍ promise time 15:40

1 大塚　隆一 ケント シベリアンハスキー MiraclePAW 千葉

2 平井　萌波 アンブッシュ ウィペット DogTownFactor 群馬

3 大塚　隆一 ニコ アラスカンマラミュート MiraclePAW 千葉



MDSF2018　MUSHERS LIST

　３月４日　日曜レース①

① 1dogパルカランレース（2走） 60ｍ promise time 09:00

1 平井　俊介 カブキ ボーダーコリー DogTownFactory 群馬

2 平井　皇介 モーメンタム MIX DogTownFactory 群馬

② 1dogビギナーレース（2走） （犬ぞり／スキー） 60ｍ promise time 9:15

1 宮崎　充彰 リアン ラブラドールレトリバー 北関東マッシャーズクラブ 埼玉

2 宮崎　稔 サージュ ラブラドールレトリバー 北関東マッシャーズクラブ 埼玉

3 荒木　裕美 レナ ボーダーコリー Jack&Beanstalk 埼玉

③ １dogジュニアレース（２走）（犬ぞり/スキー） 60ｍ promise time 9:15

1 佐藤　アラン ゼンキ MIX ドグタウンクラブ 埼玉 ソリ

2 小原　りりな フク エアデールテリア バウンドバウ 神奈川 ソリ

④ ２dogビギナーレース（２走）（犬ぞり/スキー） 60ｍ promise time 9:15

1 清水　美佳 コハク＆ルークスカイウォーカー ボーダーコリー バウンドバウ 群馬 SKI

⑤ ２dogジュニアレース（２走）（犬ぞり/スキー） 60ｍ promise time 9:15

1

2

⑥ １dogファミリーレース（犬ぞり/スキー） 180ｍ promise time 10:00

1 内田　克己 テッド ボーダーコリー JADC 東京 SKI

2 植草　友理江 ビート ボーダーコリー ドグタウンクラブ 千葉 ソリ

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

4 津田　夏海 ロキ ボーダーコリー DTKanagawa 神奈川 ソリ

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

6 佐藤　アラン ドグタウンクラブ 埼玉 ソリ

⑦ 2dogレース（犬ぞり/スキー） 600ｍ promise time 10:20

1 平井　俊介 カブキ&パンク ボーダーコリー&MIX DogTownFactory 群馬 SKI

2 円谷　秀世 ムゥ&マンボ ボーダーコリー 栃木 SKI

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

4 木村　伸吾 サンビ&ケイレブ マクナブシェパード&ダッチシェパード K'sDT/Rambledogs 群馬 SKI

5 奥山　直美 ジャッキー&アンジー ボーダーコリー 4pawsDsHKD/OkuyamaDT 北海道

6 久保　眞由美 フク＆ミゼット エアデールテリア&ラブラドールレトリバー バウンドバウ 神奈川 ソリ

7 鵜野　すなお アンディ&ケイティ ゴールデンレトリバー Freelance 千葉 ソリ

8 植草　友理江 ビート＆ラフタフ ボーダーコリー＆MIX ドグタウンクラブ 千葉 ソリ

⑧ 4dogファミリーレース（犬ぞり/スキー） 600ｍ promise time 11:00

1 清水　慶洋 キャップ&ニキ MIX&ラブラドールレトリバー CHIHARU DOG TRAINING 埼玉 ソリ

2 平井　萌波 ライカ＆ハリボ マリノア＆ミニマリ DogTownFactory 群馬



MDSF2018　MUSHERS LIST

　３月４日　日曜レース②

⑨ ディスクドッグ　フリースタイルセッション promise time 11:30

1 渡邊　裕美子 リップ ボーダーコリー DT Chiiba 千葉

2 松浦　道子 ミッシー ボーダーコリー TeamAichi 愛知

3 吉岡　美緒 ロクシー ボーダーコリー DT Chiiba 千葉

4 矢口　順子 パルサー MIX Rambledogs 群馬

  ※　観客参加イベント 12:00～

⑩ 5dogレース（犬ぞり/スキー） 4000ｍ promise time12:45

1 藤田　美和 ニコ＆エース他 MIX Freelance 岩手

2 常陸　大翔 ドーリス&ダグ他 ポインター Freelance 宮城

3 平井　俊介 セイジ&ビーウィー他 MIX DogTownFactory 群馬

⑪ ファミリーオープンレース（犬ぞり/スキー） 1500ｍ promise time 13:15

1 清水　忠憲 コハク＆ルークスカイウォーカー ボーダーコリー バウンドバウ 群馬 SKI

2 吉岡　浩二 マーカス&ヨーヨー他 ボーダーコリー&MIX ドグタウンクラブ 千葉 ソリ

3 渡邊　裕美子 ベリー&リップ他 ブリタニー&ボーダーコリー他 DT Chiiba 千葉 ソリ

4 小島　由紀 ルカ＆カナ他 コッカープー 犬連旅団 埼玉 ソリ

5 高野　敬子 ロージー＆ディーディー他 MIX 4pawsDsHKD/JSC 北海道

6 二見　亜紀子 マルコー＆スピカ他 ボーダーコリー JADC 埼玉

7 石井　宏明 ギンガ＆タロウ他 シベリアンハスキー タービュランス NKMC 千葉

8 須貝　尚史 カタナ&チェイス他 ラーチャー他 Rambledogs 群馬

9 福島　遥輝 ボルト＆ブルース他 MIX Freelance 岩手

⑫ オープンレース（犬ぞり/スキー） 2500ｍ promise time 14:00

1 手嶋　悠吾 アナベル＆ココア他 ボーダーコリー ドグタウンクラブ 群馬

2 黛　聡 アイリーン＆ジャスミン他 MIX Freelance 群馬

3 荒木　一樹 ルカ&ナツメ他 ボーダーコリー Jack&Beanstalk 埼玉

4 佐藤　宏悦 エブリー＆マイク他 エリスハウンド他 Freelance 宮城

5 平井　皇介 アナ&リクター他 MIX DogTownFactory 群馬

⑬ 雪上コーシングチャレンジレース（２走） 60ｍ promise time 14:30

1 小島　太一 エレノア MIX 犬連旅団 埼玉 ソリ

2 平井　萌波 アンブッシュ ウィペット DogTownFactor 群馬

⑭ 2dogファミリーレース（犬ぞり/スキー） 180ｍ promise time 15:00

1 津田　夏海 ロキ&アインシュタイン ボーダーコリー&MIX DTKanagawa 神奈川 ソリ

2 瀬戸　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

3 松浦　道子 ミッシー&アリー ボーダーコリー&ラーチャー TeamAichi 愛知 ソリ

4 矢口　順子 パルサー&マルコー MIX&ボーダーコリー Rambledogs 群馬

5 木村　靖子 ユニコーン&サンビ ボーダーコリー&マクナブシェパード K'sDT/Rambledogs 群馬

6 佐藤　アラン ドグタウンクラブ 埼玉 ソリ

7 宮下　郁美 フク＆ミゼット エアデールテリア&ラブラドールレトリバー バウンドバウ 神奈川 ソリ

8 清水　千春 ディーゼル&ガス MIX CHIHARU DOG TRAINING 埼玉 ソリ

9 久住　雅弘 クイック＆ハック ボーダーコリー&MIX ドグタウンクラブ 東京

⑮ コーシングパルカチャレンジレース（2走） 60ｍ promise time 15:30

・ディスクドッグ体験　/　クイズコーナー　/　犬ぞり体験


