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エキストラ エクストリーム ハイスピードフェスタ 開催のお知らせ 

 

エキストラ エクストリーム ハイスピードフェスタの開催が決まりましたので、お知らせいたします。 

 

こんにちは。昨年から運営を引き継ぎました、ドッグライフプランはしもとの代表、橋本貴士です。二

年目となった２０１８年シーズンも、この文章を書いている時点であとは最終大会と決勝大会を残すの

みとなりました。ご参加いただき大会を盛り上げて下さっている皆様には感謝感謝です。 

 

決勝大会終了後、「エキストラ エクストリーム ハイスピードフェスタ」という、普段の大会では行

っていない競技を行う特別大会を開催することにいたしました。この要項をご覧の上、ぜひご参加くだ

さいませ。 

 

よろしくお願い申し上げます。 

 

 

エクストリームの開催目的 

 

１．家族である愛犬とドッグスポーツを通して、愛犬の性質や体調などをより深く知っていた

だき、日々の暮らしが健康で快適になること、また愛犬に合った接し方や指導方法を見つ

けることで愛犬との絆をより深めていただくことを目的としています。 

２．参加される皆様により良いマナーの模範となっていただくことで、会場管理者や近隣住民

の方に対して犬に対する嫌悪感や不安感といったマイナスのイメージを払拭するととも

に、一般の犬の飼い主に対してマナー啓発効果を深めることを目的としています。 
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エキストラ エクストリーム ハイスピードフェスタ 詳細 

 

開催日／２０１８年１２月１６日（日） 

開催地／静岡県富士宮市 朝霧アリーナ 

エントリー期日／２０１８年１１月１日（木）10:00～１２月６日（木）17:00 

 

種目と参加料（全種目定員はありません） 

 

（１）ハイスピード・ストレート（ミニ・オープン） 

普段は弧を描くようなコースやＵの字のコースであるハイスピードを直線で行います。 

参加料：１頭につき３０００円 

 

（２）ハイスピード・フラッグ（ミニ・オープン） 

フラッグ１６本×３セットのコース。 

参加料：１頭につき３０００円 

 

（３）ハイスピード・ハーフ（ミニ・オープン） 

通常のハイスピードと同じですが、ハードルの数が通常の半分の１０台に。 

参加料：１頭につき２０００円。 

※初心者・のんびりタイプのための競技なのでエントリー制限をはじめ以下の特別ルール採用です。

①２０１７年、２０１８年度の決勝大会に出場したワンちゃんは参加不可（特別招待は除く）。 

②リード付き可。犬タッチ可。手に物を持っても良い。 

 

（４）ハイスピード・リバース（ミニ・オープン） 

通常のハイスピードのコースですが、スタートとゴールを入れ替え、逆走で行います。ハードルの配

置は弧を描く通常のコースです。 

参加料：１頭につき３０００円 

 

（５）ハイスピード・団体（ミニ・オープン・混合） 

４頭１チームでの団体戦。通常のハイスピードで、４頭の合計タイムを競います。 

ミニチュア４頭のミニチュア部門、オープン４頭のオープン部門、ミニチュア２頭＋オープン２頭の

混合部門を行います。 

参加料：１頭につき１０００円（１チーム４０００円） 

※同じ部門に同じワンちゃんはエントリーできません。ハンドラーは何度でも走ることができます。

（例）同居犬４頭でのチームを結成し、一人で４回走る→可能。 

（例）愛犬１頭が、ハンドラー（家族）を変えて４回走る→不可能。 

（例）ミニの愛犬１頭が、ミニのチームで１回、混合のチームで１回走る→可能。 

※場外やタイムオーバーなどで失格の場合、ゴールタイム６０秒となります。 

 

☆参加する種目ごとにそれぞれ参加料が必要です。 

☆団体の参加料は、代表者がまとめて４０００円お支払いいただいても、チームメイトが各個１０００

円お支払いいただいても、どちらでも結構です。 

☆参加手続きの受付は１１月１日開始となります。「エキストラエクストリーム参加方法」をご覧の上、

期日内にお手続きください。 

☆大会参加手続きの流れ＝（１）手続き期日までに、申し込み必要書類を送付＆入金 （２）事務局確

認後、参加票、参加説明書、地図を送付します。 

☆表彰状、副賞、特別賞、参加賞をご用意いたします。 

※オープンにおいて、差し込みのパネルを参加犬の接触により３枚以上落下させた場合、ゴールタイム

に１Ｐ加算されるルールは適応されます。。 
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当日の進行スケジュール（予定） 

 

（状況により変更することがあります。） 

 

８：００ 受付開始 

 

◆出走順の抽選は、団体のみ行います。それ以外は事前に決定して当日発表する予定です。 

 

事前の出走順の決定は次の手順で行います。 

①エントリーのワンちゃんンをエクセルにて抽出。 

②エクセルの「ランダム関数」を利用し、それぞれのワンちゃんに数字を割り当てます。 

③②で割り当てられた数値の低い順に並べ替え、出走順とします。 

④ただし同一ハンドラーの出走順が近くなった場合、最低６～８組が間に入るように調整します。 

⑤④でいったん確定ですが、当日、ヒート犬は出走順が最後になります。 

 

９：００ 開会式～開会式終了後 

 

①ハイスピード・ストレート タイムトライアル（全頭練習は行いません ※） 

 

・終了後、スタートゴールの移動 

 

②ハイスピード・フラッグ タイムトライアル（全頭練習は行いません ※） 

 

・終了後、ハードル１０台撤去、スタートゴールの移動 

 

③ハイスピード・ハーフ タイムトライアル（全頭練習あり） 

 

・終了後、お昼休憩兼コースレイアウト変更。 

 

④ハイスピード・リバース タイムトライアル（全頭練習あり） 

 

・終了後、スタートゴールの入れ替え 

 

⑤ハイスピード・団体 タイムトライアル（全頭練習は行いません ※） 

 

※チームとしての出走順は抽選で決まりますが、チーム内での出順は、順番が回ってきた時に決定でき

ます。 

※トライアルは、第一走者全員、第二走者全員、第三走者全員、という順で計測していきますが、第四

走となる最終走者に限り、それまでの３頭の合計タイムの下位チームからの出走となります。なお、

混合は、ミニ→ミニ→オープン→オープンの順となります。 

 

◆表彰 

 

１６：００までに終了 

 

（※）全体のエントリー数が少ない場合は全頭練習を行う可能性があります。 
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エキストラエクストリーム 参加方法（概要） 

 

エキストラエクストリームの参加手続きについての説明書です。 

必ず最後までお読みになり、お手続きをして頂きますようお願いいたします。 

 

参加登録の方法 

 

１．基本的なルールは、通常の大会と同じです。ルールブックをよくお読みください。ルールブックは

ホームページ内「ルール」のページに明記されております。また、ダウンロードできるようにもな

っております 

 

２．初参加のペアは次の①～④をご準備ください。２０１８年度の大会にご参加したことのあるワンち

ゃんは、①②のみで結構です。 

書類 詳細説明 提出方法 

①参加料 詳細説明① ゆうちょ銀行へ振込 

②記入済参加申込書 詳細説明② 郵送・メール（ワード・ＰＤＦ・画像）・ＦＡＸ 

③ワクチン証明のコピー 詳細説明③ 郵送・メール（ＰＤＦ・画像）・ＦＡＸ 

④写真２種 詳細説明④ 郵送・メール（画像データ） 

 

３．すべての手続きが完了しましたら、参加説明書、参加票、会場までの地図などの必要書類を送付い

たします。手続き完了後から書類の到着まで１週間程度要しますので、参加希望大会の手続き期日

をお守りいただきますようお願い申し上げます。なお、発送開始は各地区大会の開催日より３週間

前からとなりますのでご了承ください。届きましたら中身の確認をして頂き、間違いや変更があり

ましたらすぐにご連絡ください。 

 

※ キャンセルについて・・・手続き完了後の申込者の諸事情による事前のキャンセルに関しましては、

お振込みいただきました参加料から諸費手数料（１，０００円）を差し引いた金額を現金書留また

はお振込みにてお返しいたします。また通常の大会では、事前のキャンセルの場合、ほかの大会へ

のスライドができますが、今大会が今年最後の大会のため、スライドはできません。 

開催日前日の１７時以降のキャンセルにつきましては、参加料の返金ができませんのでお気を付け

ください。 

  

※ ミニチュア部門に参加の場合、体高が４０ｃｍ以下でなくてはなりません。昨年以前にご参加の参

加犬で昨年計測時点で満３歳を超えていた参加犬は、昨年までの運営に体高４０ｃｍ以下の確認が

取れれば体高計測は不要です。最後の体高計測が３歳未満の参加犬および、本年の地区大会を含め

初参加の場合は、体高計測を行います。その時点で４０ｃｍを越えた場合、ミニチュアには参加で

きません。ただし、①参考記録にはなりますが、ハードルをミニチュアサイズにしてタイムトライ

アルに参加することはできます。②オープンへの移行は認められます。 

※体高についてはルールブックなどを参考にしてください。 
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エキストラエクストリーム 参加方法（詳細） 

 

①参加料 

◇ゆうちょ銀行の窓口に設置されている払込取扱票に、住所、参加者名、電話番号、参加日（12/16

とお書きいただければ充分です）、各種目の参加頭数、参加料の合計金額を記入し、申し込み

会場の手続き締め切り日までにお振込みください。振込先などにつきましては、下記払込取扱

票見本をご覧ください。なお、ゆうちょ銀行に口座をお持ちの方は、ゆうちょ銀行のＡＴＭに

てドッグライフプランはしもとの講座当てに口座間送金されますと、手数料は不要です。ただ

しお振込みの際に通帳かキャッシュカードが必要になりますので、ご注意ください。 

◇記入済みの払い込み票でＡＴＭから現金でのお振込みも可能ですが、手数料がかかります。 

◇口座間送金（インターネット含む）される方で、口座名義人が参加者と異なる場合は、事前に

お電話かメールにてご連絡ください。 

※団体の参加料は、代表者がまとめて４０００円お支払いいただいても、チームメイトが各個１

０００円お支払いいただいても、どちらでも結構です。 

 
他の金融機関（ゆうちょ銀行以外）からお振込みいただく場合は、下記口座となります。 

他金融機関用口座 ゆうちょ銀行（店番０９９・店名〇九九店）当座０２３６８８４ 

受取人名 ドッグライフプランハシモト 

②参加申込書 

◇必要事項をすべてご記入（入力）いただき、2018年 12月 6日 17時までにお送りください 

◇氏名欄には必ず参加者（ハンドラー）のお名前を記入してください。種目によって参加者（ハ

ンドラー）が異なる場合は、参加者②の欄に記入し、それぞれの方がハンドラーとなる種目に

印を付けてください（ハンドラーは参加犬と同居する家族に限られます）。 

◇参加犬の名前は通常呼んでいる名前で結構ですが、原則申込書に入力（記入）された文字で今

年度は登録されます。途中変更はできませんので、予めご了承ください。 

◇参加希望種目は複数選べますが、参加料はそれぞれ必要になります。同じ会場で同じ参加犬が

ペア写真の登録があれば種目によってハンドラーを変えることができますが、ハンドラーを変

えても同じ大会で同じ犬が同じ種目に複数回参加することはできません。 

◇なお、２０１８年度後半より、エクストリームのホームページからメールフォームにてエント

リーができるようになりました。 
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③狂犬病予防注射あるいは３種以上の混合ワクチン接種証明のコピー（今年初参加犬のみ） 

原則として、以下の（ａ）（ｂ）双方を満たしている狂犬病予防接種証明または、３種以上の感

染症の予防接種証明のコピーに限ります。 

（ａ）接種証明書は所有者であることの証明として使用しますので、参加者もしくはその家族の

名前・住所（書類の送付先と一致）・参加犬名が必ず記載されていること。 

（ｂ）原則として証明書に記載の接種年月日が１年以内であること。または証明書に記載されて

いる次回接種日が事務局到着日よりも後であること。 

◇接種証明書が手帳になっている場合は、上記（ａ）が記載された頁と、上記（ｂ）にある期間

に接種したときのシールが貼られている頁両方をコピーしてください。 

◇証明書に記載の住所・氏名などの文字が複写式になっている場合、モノクロコピーでは写らな

いものがあります。この場合はデジタルカメラなどで撮影し、後記アドレスまでデータをお送

りください。 

◇紛失などの場合は病院で再発行していただいてください。 

（特例１）接種してから手続きまでの間に転居や婚姻などの諸事情で証明書に記載の住所、苗字

が違う場合でも、上記（ｂ）が満たされていれば受付できます。 

（特例２）初参加の場合のみ、所有者がブリーダー名など、前所有者になっている場合でも上記

（ｂ）が満たされていれば受付できます。 

◇特例１，２の証明だした犬が決勝の進出権を得た場合、こちらが定める日までに上記（ａ）（ｂ）

を満たすペット保健証や獣医の証明書などいずれかを提出していただき、同居の確認をさせて

いただく場合がございますので、ご了承ください。 

 

④ 写真２枚（今年初参加ペア・初参加犬のみ） 

写真１＝参加者（ハンドラー）と犬が一緒に写っているもの（鮮明で参加者の顔が分かる）。 

写真２＝参加犬のみで全身が写っているもの（正面でも横向きでも可） 

◇プリントサイズは９ｃｍ×１３ｃｍ以内（データの場合は鮮明であればサイズは不問）で、縦

使い横使いどちらでも可です。写真はお返しできませんのでご了承ください。 

◇それぞれの写真の裏面に、参加者氏名、参加犬の名前を書いておいてください。データの場合

はファイル名を参加者氏名、参加犬の名前にしてください。 

◇写真１において、同じ参加犬で、種目や大会によって参加者（ハンドラー）が変わる可能性が

ある場合は、それぞれのペア写真が必要です。なお、１枚の写真に参加犬と参加者（ハンドラ

ー）複数名が写っている写真でも構いません。 

 

 

 

ドッグライフプランはしもと内 エクストリーム受付事務局 

〒５５３－０００７ 大阪府大阪市福島区大開３－１－２－７２７ 

ＴＥＬ ０６－６４６１－８４１０（ドッグライフプランはしもと／平日１０：００～１７：００） 

ＦＡＸ ０６－７６３５－８１８３（２４時間対応） 

メール extreme@doglifeplan.jp 
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エクストリーム競技ルールについて （ルールブックから抜粋および補足） 

 

☆基本ルール 

①スタートからゴールまではノーリードで行われます。 

②スタートからゴールまでは参加者（ハンドラー）は手に何も持つことができません。 

③スタート台の上に参加犬の四肢が乗り、いったん静止した状態からのスタートとなります。多少

の足踏み程度は認められますが、スタート台後方からの駆け込みや歩行しながら静止なくスター

トした場合、失格となります。スタートを切るまでは犬に触ることができます。なお、スタート

台に参加者が乗ることはできません。 

 

☆ハイスピード・フラッグ 

①１６本を１セットとし、３セットのコースとなります。フラッグは正確にクリアできなかった場

合、該当するセットの最初の１本目からのやり直しとなります。 

（例）３セット目のフラッグで失敗した場合、１セット目ではなく、３セット目の１本目からや

り直しとなります。 

②最初と最後のバーを結んだ直線状に、参加者の体の一部が交差した場合も、同様に該当セットの

の１本目からのやり直しとなります。最初は、右から入っても左から入っても構いません。 

 

☆加算ポイント・・・以下の場合、ゴールタイムにポイントが加算されます（１Ｐ＝１秒）。 

・競技中の排せつ行為  ＝ ３０Ｐ 

・参加者（ハンドラー）が機材に触れる ＝ ２０Ｐ 

・参加犬が機材を倒す ＝ １０Ｐ 

・ゴールの逆走 ＝ ５Ｐ 

・オープンハイスピードのみ：差し込みのパネルを３枚以上、参加犬の接触により落下させた場合、

ゴールタイムに１Ｐ加算されます。落下とはパネルが一部でも地面に接触している状態を指しま

す。またハイスピードの差し込みパネルの素材は昨年までと同じです。 

☆失格について 

①基本 

・当日発表される制限時間内にゴールできなかった場合。 

・競技中、参加犬がフィールド内から場外に出てしまった場合。（注１） 

・主催者および審判に従わなかった場合 

・スタート台で静止することなくスタートを切った場合（逆走含む）。 

・競技中、参加者（ハンドラー）が故意に愛犬に触れた場合。犬から当たってきた場合はこれに該

当しませんが、その際押し返すなどの行為が見られた場合失格となります。 

・障害器材をすべてクリアせずにゴールしてしまった場合。 

・スタートからゴールまでの間に、手に物を持ってしまった場合（排せつの処理のため袋を出した、

ゴールを切る前にボール等を手に取って投げた。落ちそうな帽子を持ってしまった等）。 

・スタートからゴールまでの間に、参加犬および参加者（ハンドラー）以外の人がフィールド内（注

１）に侵入した場合。 

・スタート前、フィールド内（注１）におもちゃやおやつなどを置いた場合。 

（注１）フィールド＝外周に張られたテープおよび、実況テント正面の左右の延長線の内側 

②その他の失格事項 

・ルール、機材、進行、運営、その他主催者決定事項についてクレームを付けた場合。また、判定、

成績、順位についてクレームを付けた場合。 

・参加登録手続きに虚偽の申請があった場合。 

・他の参加者への誹謗中傷などスポーツマンシップに欠ける行為が見られた場合。 

・動物愛護精神に欠ける行為が見られた場合。 

・競技中・競技以外に関わらず、他の犬や人への攻撃による咬傷行為が見られた場合。 

  


