




◆MDSF2020 ゲームプラン（Time Table） 

*下記は予定です。天候、その他の事情により時間距離等に変更が生じることがあります。ご了承ください。 

開始時間が早まることもあります。当日の時間の変更については、随時お知らせしますのでご注意ください。 

２月２９日 土曜レース 

9:30  マッシャーズミーティング        

10:00   1dog パルカランレース（2 走）   直線 60ｍ 

1dog ビギナーレース（2 走）   直線 60ｍ 

2dog ビギナーレース（2 走）   直線 60ｍ 

10:30  1dog ファミリーレース    180ｍ 

10:45  2dog レース     700ｍ 

11:30  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 

   ワンワンクイズ大会 / 犬ぞり体験コーナー 

           ワンコインディスクターゲット（1 ゲーム５００円） 

12:40  4dog レース     4000ｍ 

13:15  ファミリーオープンレース   1500ｍ 

14:00  オープンレース     2500ｍ 

14:30  雪上コーシングチャレンジレース（2走）  直線 60ｍ 

15:00    2dog ファミリーレース    180ｍ 

16:00   オープントレイル 

16:30   土曜レース表彰式 

３月１日 日曜レース 

9:00  マッシャーズミーティング        

9:30  1dog パルカランレース（2 走）   直線 60ｍ 

1dog ビギナーレース（2 走）   直線 60ｍ 

2dog ビギナーレース（2 走）   直線 60ｍ 

10:30   1dog ファミリーレース    180ｍ 

11:00   2dog レース     700ｍ 

4dog ファミリーレース    700ｍ 

11:30  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 

   ワンワンクイズ大会 / 犬ぞり体験コーナー 

           ワンコインディスクターゲット（1 ゲーム５００円） 

12:45  5dog レース     4000ｍ 

13:20  ファミリーオープンレース   1500ｍ 

14:00  オープンレース     2500ｍ 

14:30  雪上コーシングチャレンジレース（2走）  直線 60ｍ 

15:00    2dog ファミリーレース    180ｍ 

16:00   日曜レース表彰式 

 



MDSF2020　MUSHERS LIST

　2月29日　土曜レース

① 1dogパルカランレース（2走）直線60ｍ promise time 10:00

1 酒井　伸子 ビッツァー エアデールテリア BoundBow 群馬

2 宮下　郁美 フク エアデールテリア BoundBow 神奈川

② 1dogビギナーレース（2走）直線60ｍ promise time 10:00

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

2 荒木　裕美 レナ ボーダーコリー Jack&Beanstalk 埼玉

3 芦矢　隼平 スノー シベリアンハスキー Freelance 東京 ソリ

4 宮下　郁美 フク エアデールテリア BoundBow 神奈川 スキージョア

③ 2dogビギナーレース（2走）直線60ｍ promise time 10:00

1 中村　孝子 キャンディー＆カリ MIX＆ボーダーコリー DogTownClub 長野 ソリ

④ 1dogファミリーレース　180ｍ promise time 10:30

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

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

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

⑤ 2dogレース　700ｍ promise time 10:45

1 佐藤　アラン 群馬 ソリ

2 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

3 中村　孝子 キャンディー＆ MIX DogTownClub 長野 ソリ

4 吉岡　浩二 ヨーヨー＆ユーコン MIX DTChiibaClub 千葉 ソリ

5 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 DTChiibaClub 千葉 ソリ

6 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

7 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 みらくるPAW 千葉

8 須貝　尚史 ディーバ＆アナベル ボーダーコリー Rambledogs 群馬 スキージョア

9 木村　伸吾 サンビ&ミドウ マクナブシェパード K'sDT/Rambledogs 群馬 スキージョア

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

1 佐藤　アラン トッパ ラーチャー DogTownClub 群馬

2 吉岡　みお ヨーヨー MIX DTChiibaClub 千葉

3 津田　夏海 アインシュタイン MIX DTKanagawaClub 神奈川

4 平井　寧 ブリッツ ラーチャー DogTownFactory 群馬

  ※　観客参加イベント start time 12:00

⑦ 4dogレース   4000m promise time 12:40

1 福島　加奈恵 Freelance 岩手

2 佐藤　宏悦 マイク＆ルイス Jolly'sRacingFarm 宮城

3 平井　皇介 エブリー＆リクター MIX DogTownFactory 群馬

⑧ ファミリーオープンレース　1500ｍ promise time 13:15

1 二見　貴士 セドナ＆スピカ&マルコー他 ボーダーコリー＆MIX JADC 埼玉

2 高野　敬子 ロージー＆ラピス＆オーティー他 MIX＆ラーチャー 4pawsSports HKD 北海道

3 酒井　伸子 バルカ＆ビッツァー&アンブッシュ ラブラドール＆エアデール＆ウィペット BoundBow 群馬 ソリ

4 山口　国子 ジェリー&ハルク アラスカンハスキー＆アラスカンマラミュート 犬力舎 埼玉

5 齋藤　顕人 ベルガー＆ロッタ＆エーデル他 シベリアンハスキー ドルト&ガルト 茨城

6 木村　伸吾 サンビ&ミドウ マクナブシェパード K'sDT RambleDogs 群馬

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

⑨ オープンレース 2500ｍ promise time 14:00

1 武田　智子 タカ＆ユーゴ＆ハヤト シベリアンハスキー 北関東マッシャーズ 千葉

2 平井　萌波 ハリボ＆アリー MIX＆ラーチャー DogTownFactory 群馬

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

⑩ 雪上コーシングチャレンジレース（2走） 直線60ｍ promise time 14:30

1 石井　宏明 ジロウ シベリアンハスキー タービュランスNKMC 千葉

2 二見　亜紀子 ミネルバ ウィペット JADC 埼玉

・ワンワンクイズ大会　/　犬ぞり体験コーナー　/　ワンコインディスクターゲット



MDSF2020　MUSHERS LIST

⑪ 2dogファミリーレース　180ｍ promise time 15:00

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

2 市川　明宏 シキ＆マシュー シベリアンハスキー 北関東マッシャーズクラブ 群馬

3 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

4 矢口　順子 パルサー＆ MIX RambleDogs 群馬

5 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

6 中村　孝子 キャンディー＆ユリア MIX＆ホワイトシェパード DogTownClub 長野 ソリ

7 久住　悦子 ロビン&クイック ボーダーコリー Freelance 東京

8 平井　俊介 DogTownFactory 群馬



MDSF2020　MUSHERS LIST

　3月1日　日曜レース

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

1 伊藤　千寿子 テイオー ミニチュアピンシャー BoundBow 群馬

2 出野　玲子 ルナ MIX BoundBow 群馬

3 小山田　いなえ タミ ジャックラッセルテリア HappyDogLife 石川

4 出野　玲子 マイ MIX BoundBow 群馬

② 1dogビギナーレース（2走）直線60ｍ promise time 9:30

1 小山田　佑樹 ゴッディーバ ボーダーコリー HappyDogLife 石川 ソリ

2 荒木　裕美 レナ ボーダーコリー Jack&Beanstalk 埼玉

3 新井　典夫 チョッパー MIX ChiharuDogTraining 埼玉 ソリ

4 功刀　智子 スカイ ボーダーコリー Jack&Beanstalk 山梨

③ 2dogビギナーレース（2走）直線60ｍ promise time 9:30

1 中村　孝子 キャンディー＆カリ MIX DogTownClub 長野 ソリ

④ 1dogファミリーレース　180ｍ promise time 10:30

1 酒井　貴美子 ナナ ボーダーコリー ChiharuDogTraining 埼玉 ソリ

2 小山田　佑樹 ゴッディーバ ボーダーコリー HappyDogLife 石川 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 松島　要 バリー サモエド ホワイトスパークス 栃木

5 植草　友里江 ビート ボーダーコリー DogTownClub 千葉 ソリ

6 酒井　葉南 ナナ ボーダーコリー ChiharuDogTraining 埼玉 ソリ

7 円谷　秀世 マンボ ボーダーコリー M&Mvillage 栃木 スキージョア

⑤ 2dogレース  700m promise time 11:00

1 佐藤　アラン 群馬 ソリ

2 宮川　正雄 カブ＆ファロ MIX＆サモエド Freelance 東京

3 福島　加奈恵 Freelance 岩手

4 円谷　秀世 マブヤー＆ムゥ ボーダーコリー M&Mvillage 栃木 スキージョア

⑥ 4dogファミリーレース　700m promise time 11:00

1 小島　由紀 ルカ＆カナ＆ネネ＆イノリ コッカープー&MIX 犬連旅団 埼玉 スキージョア

⑦ ディスクドッグ フリースタイルセッション promise time 11:30

1 吉岡　美緒 ロクシー ボーダーコリー DTChiibaClub 千葉

2 木村　靖子 グレン MIX RambleDogs 群馬

3 木村　伸吾 サンビ マクナブシェパード K'sDT RambleDogs 群馬

4 須貝　尚史 カタナ ラーチャー RambleDogs 群馬

5 津田　夏海 アインシュタイン MIX DTKanagawaClub 神奈川

6 高野　敬子 ディーディー MIX 4pawsSports HKD 北海道

7 矢口　順子 パルサー MIX RambleDogs 群馬

  ※　観客参加イベント start time 12:00

⑧ 5dogレース   4000m promise time 12:45

1 福島　加奈恵 Freelance 岩手

2 佐藤　宏悦 ダグ＆ケビン Jolly'sRacingFarm 宮城

3 平井　俊介 エビ＆クロック MIX DogTownFactory 群馬

⑨ ファミリーオープンレース 1500ｍ promise time 13:20

1 二見　亜紀子 スピカ＆ヴィヴィアン他 ボーダーコリー＆MIX JADC 埼玉

2 酒井　伸子 バルカ&ビッツァー＆アンブッシュ ラブラドール＆エアデール＆ウィペット BoundBow 群馬 ソリ

3 吉岡　浩二 マーカス＆ロクシー＆ユーコン他 MIX DTChiibaClub 千葉 ソリ

4 木村　伸吾 サンビ＆ミドウ＆グレン他 マグナブシェパード＆MIX他 K'sDT RambleDogs 群馬

5 清水　慶洋 キャップ&ニキ&ディーゼル他 MIX＆ラブラドールレトリバー ChiharuDogTraining 埼玉 ソリ

・ワンワンクイズ大会　/　犬ぞり体験コーナー　/　ワンコインディスクターゲット
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⑩ オープンレース 2500ｍ promise time 14:00

1 平井　萌波 ハリボ＆ブーム＆キャンディー MIX＆ラーチャー＆ボーダーコリー DogTownFactory 群馬

2 高野　敬子 ロージー＆ラピス＆ディーディー他 MIX＆ラーチャー 4pawsSports HKD 北海道

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

4 荒木　一樹 ナツメ＆ハルカ＆ユズ他 ボーダーコリー Jack&Beanstalk 埼玉

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

⑪ 雪上コーシングチャレンジレース（2走） 直線60ｍ promise time 14:30

1 二見　亜紀子 ミネルバ ウィペット JADC 埼玉

2 高野　敬子 ビッグボーイ ミニチュアピンシャー 4pawsSports HKD 北海道

3 伊藤　千寿子 テイオー ミニチュアピンシャー BoundBow 群馬

4 小山田　いなえ タミ ジャックラッセルテリア HappyDogLife 石川

⑫ 2dogファミリーレース　180ｍ promise time 15:00

1 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

2 矢口　順子 パルサー＆ MIX RambleDogs 群馬

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

4 小山田　佑樹 ゴッディーバ＆ ボーダーコリー HappyDogLife 石川 ソリ

5 久住　悦子 ロビン&クイック ボーダーコリー Freelance 東京

6 中村　孝子 キャンディー＆ユリア MIX＆ホワイトシェパード DogTownClub 長野 ソリ

7 久保　眞由美 フク エアデールテリア BoundBow 神奈川 ソリ

8 平井　寧 ウーフ＆ハリー ラーチャー＆MIX DogTownFactory 群馬


