
第29回 多摩川ヨ‖練主会競技大会

皆様におかれましては、益々ご健勝のことと心よりお慶び申し上げます。

多摩川訓練士会競技会も 29回 を迎えることができました。今年も下記の通 り開催致 します。古きそして新 しいを兼ね

そなえた、この会にご愛犬と一緒に楽しいひと時を過ごしていただけますよう、ア トラクション企画もございます。

ご多用かとは存 じますが、ご家族、大友お誘いいただき、お気軽にご参加いただけましたら幸いです。スタッフー同

心よりお待ちしております。 多摩川訓練士会 会長 副田 里佳 他会員―同

日時

会 場

平成29年 10月 1日 (日 )AM7:00受付開始

当日申込みはAM10:00ま で受け付けます

秋が瀬公園 三ツ池グランド

参加費 1頭 1部門 事前申込み  6,000円
当日申込み  7,000円

アトラクションは1頭につき 1,000円

審査員 全日本犬訓練士連合協会派遣審査員

事前申込み締め切り  平成29年 9月 19日 (火 )事務所必着

現金書留でお願いします

ご注意  締め切り日以降は目録に載りません

主催   多摩川訓練士会

後援   全日本犬訓練士連合協会

今後こちらからの案内 (タイムスケジュール)は当会の HPより発表いた

しますので、前日には必ずご確認頂きますようお願い致します

多摩川訓練士会 HP httpノ /clubtamagawa.web.fc2.oomん ndex.htmi

【出場規定】

◆ 大種に拘らず各部門に出場できます

◆ 競技規定ならびに実施要領は、一部変更する場合があります

◆ 各部とも、競技の進行は係員の指示に従つてください

【入賞および賞品】

● 1～ 5席まで表彰があります

● 事前申込み全犬に賞状が出ます

当日申込みは賞状が出ませんのでご注意ください

● 全大に参加賞が出ます              `

【競技課目】

アマチュア指導手の部

第1部  紐付き 5課目

第2部  紐無し 5課 目

第3部  紐無し 7課目

第4部  紐無し 10課目

50点満点

50点満点

70点満点

100点満点

※ 9部以外はクラス事前申込みが 3頭未満の場合は不成立となります。

自由選択 全課目紐付きで行うものとする

自由選択 紐付き脚側行進以外は紐無しで行うものとする

自由選択 紐付き脚側行進以外は紐無しで行うものとする

自由選択 紐付き脚側行進以外は紐無しで行うものとする

AM8:00競技開始 (雨天決行 )

本大会でのお弁当の配布はございません

ので、予めご了承ください

アトラクションは競技終了後に行います

(アトラクションの申し込みは12時を予定しています)

多摩川訓練士会訓練競技大会事務局

申し込み

T206-0812
東京都稲城市矢野口1626-1-501

倉持 宏也  090-7217-3916

問い合わせ

副田(ソエダ)康信

電 話  090-4673-4002

Σl根倉橋 (東)信号

秋が瀬公園

入口看板有



プロ指導手の部

第5部  紐付き 5課目 50点満点 自由選択 全課目紐付きで行うものとする

第6部  紐無し 5課目 50点満点 自由選択 紐付き脚側行進以外は紐無しで行うものとする

第7部  紐無し 7課目 70点満点 自由選択 紐付き脚側行進以外は紐無しで行うものとする

第8部  紐無し 10課目 100点満点 自由選択 紐付き脚側行進以外は紐無しで行うものとする

第9部  シニア犬口障害犬の部 紐無し 5課目 50点満点 自由選択 紐付き脚側行進以外は紐無しで行うものとす

る

☆ 第9部出陳犬は他の部には出陳できません ☆ シエア犬 ⇒ 10歳以上

☆ 障害犬 ⇒ 病気口怪我口先天性などで何らかの障害を持つ (犬年齢は10歳未満でも出陳できます。)

☆ 第9部の出陳料は1000円割引いたします

☆ 1・ 2・ 3・ 5・ 6・ 7・ 9部およびチーム戦の脚側行進は10m直線の往復 (常歩)とします

☆紐付きの部ではリードを付け替えることはできません。またロングリードは使用不可 (2mまで可)。 リードは手から放さ

ずに競技してください

〔特設リンク〕

1頭 1回 (上限10分)  1000円    30ペアまで

(訓練競技に参加の方のみ参加できます)

練習用としてご利用下さい。おやつ・おもちゃ等使用可としますが、他のリンクヘの影響を考慮し、大きく投げたり、音を

出すことは禁止とします。また、おやつはこばれても拾える物にして下さい。

◎ 毎年好評のため、30ペアまでの制限となります。なるべく事前にお申し込み下さい

〔アトラクション〕(競技終了後 )

申し込みは当日12時から受付致します

● 50mタイムレース

● 待て競争

● うで立てら、せ   (20秒間にスワレとフセを繰り返し、回数を競います。おもちゃ・おやつ等使用可 )

● 障害物競走

【チーム戦】

3組で1チーム 事前申込み 6000円 (当 日7000円 )

3課 目・3課目・3課目の計9課 目の合計点で争います

<規定>
● 課目はチーム内で重複できません

● 紐付脚側行進以外は紐無で行うものとする

● プロの指導手はチームに1組まで

● チーム内で大口指導手の重複はできません

● 脚側行進は10m直線の往復 (常歩)とします

例)

Aペア  ①伏臥 ②停座および招呼 ③立上

Bペア  ①紐付脚側行進 ②常歩行進中の伏臥

③据座

Cパア  ①紐無脚側行進 ②常歩行進中の停座

③据塞→体止

↑Bペアに据座が入つているため使えま

せん

● 今回はアトラクションとしてチーム戦を行いますので、審査員は多摩川ヨ1練士会の会員がさせていただきます

● 表彰は優勝チームのみとなります

チーム戦の申込書は多摩川訓練士会のHPよリダウンロードしてください

【フレンドリードッグテスト】 1頭 3000円  当日申込となります
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第29回 多摩川訓練士会競技大会申込書     |    |

特設リンクを希望  する  ・  しない  (○を付けて下さい)

するの方は1000円 を忘れずに同封ください

※お書きいただきました個人情報は今後、多摩川訓練士会及び多摩りII訓練士会会員の開催する催しに等のご

案内に使わせて頂くことがあります。

第29回 多摩川訓練士会競技大会申込書     |    |

特設 リンクを希望  する  。  しない  (○ を付けて下さい)

するの方は1000円 を忘れずに同封ください

※お書きいただきました個人情報は今後、多摩川謝1練士会及び多摩りII訓練士会会員の開催する催しに等のご

案内に使わせて頂くことがあります。
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第29回 多摩川訓練士会競技大会チーム戦申込書

チーム名

代表者

※お書きいただきました個人情報は今後、多摩川諦1練士会及び多摩川訓練士会会員の開催する催 し等のご案

内に使わせて頂くことがあります。



第29回 多犀川副‖練EL会アジリティー競技大会

多摩川訓練士会でも恒例になりましたアジリティー競技会を今年も行います。

これからアジリティーを楽しみたい方、楽しんでるアジラーの皆々様、幅広い愛好者と共に多摩川訓練士会はもっともつ

と人と大が楽しく心も体も弾むアジリティー競技会をスタッフー同、皆様方の笑顔、共にワンちゃん達のしつぱ振り走る姿

を見届けたい気持ちでいつぱいです。是リトともこの機会にふるつてご参加下さいますよう、お待ちしております。

多摩川訓練士会 会長 副田 里佳 他会員一同

日時  平成29年 10月 1日 (日 )AM7:00より受付開始〈随時〉 (雨 天決行 )

会場  秋が瀬公園 三ツ池グランド

参加費  1走  事前3000円 当日3500円

申込み締め切り 平成29年 9月 19日 (火 )事務所必着

現金書留でお願いします

主催  多摩川訓練士会

後援 全日本犬訓練士連合協会

☆表彰式・参加賞はありませんがタイム内パーフェクトランは500円バックします :

今後こちらからの案内 (タイムスケジュールなど)は当会の

HPより発表いたしますので、前日には必ずご確認頂きます

ようお願い致します

多摩川訓練士会 HP

http://clubtamagawa.web.fc2 oom/index.html

《出場規定》

・  大種「体高に拘わらず各クラスに出場できますので

順位はつけません。

・  複数の科目に出走できます (例 、同じペアが

ビギナー1・ AGl度・AG2度に出走することも可)

FCIのアジリティールールに準じて行います。

《競技科目》

ビギナー1 (ハードル・トンネル、10台前後)

ビギナー2 (ハードル・トンネル・タイヤ、10～ 15台 )

JPl度   (AGl度 レベル、タッチ障害なし)

AGl度

」P2度   (AG2度 レベル、タッチ障害なし)

AG2度

」P3度  (AG3度レベル、タッチ障害なし)

AG3度

多摩川訓練士会アジリティー競技大会事務局

申し込み

〒206-0812東京都稲城市矢野口1626-1-501

倉持 宏也 090-7217-3916
問い合わせ

副田(ソエダ)康信

電話  090-4673-4002

本大会でのお弁当の配布はございま

せんので、予めご了承ください

バーの高さ

20cm 30cm 35cm 40cm 45cm

55cm 60cm 65cm

犬種・体高に拘わらず出場いただけます
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第29回多摩川訓練士会 アジリティー大会申込書

1走につき 1枚の申込書をお書きください

2走 日以降の用紙は所有者欄は記入 しなくても結構です

クラス

(○をつけて<だ

さい)

ビギナー1 ・ ビギナー2

」Pl度 ・ AGl度
」P2度 ・ AC2度
」P3度  ・ AC3度

バーの高さ

(○ をつけて

<ださい)

2 0 cn1   30cm

35cm   40cm

45cm   55cm

6 0 cII1   65cm

犬種 生年月日

犬名 性別 オス メス

所有者

住所
ａｍ

一Ｔ
　
針

氏名 電話 ( )

指導手

取扱者 氏名 電話

※お書きいただきました個人情報は今後、多摩川訓練士会及び多摩川訓練士会会員の開催する催 し等のご案

内に使わせて頂くことがあります。

こちらはご記入しないで<ださい

タイム 失敗 拒絶


