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２０１８年エクストリーム地区大会日程のお知らせ 

 

２０１８年度のエクストリーム地区大会の日程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。昨

年は引継ぎの関係で９月にシーズンが始まり、ひと月に２回開催という過密なスケジュールとなってし

まいましたが、今年は４月開始、ひと月に１回のペースとなります。また、地区大会も昨年の４地区大

会から５地区大会に戻ります。現状、特別大会の開催の有無、決勝大会の会場は調整中で発表段階では

ありませんが、関東での開催を目指し進めているところです。皆様にはご不便をおかけいたしますが、

こちらは発表までいましばらくお待ちくださいませ。 

 

また、新体制二年目の今年は、エクストリーム誕生から２０周年の節目となります。長年応援してくだ

さってきた既存のエクストリームファンの皆様に引き続き楽しんでいただくとともに、新しいファン獲

得に向けた運営を心掛けてまいりますので、ぜひともよろしくお願い申し上げます。 

 

改めて、今年一年、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きずな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しょくすると

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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エクストリーム２０１８年シーズン 地区大会日程（全地区大会参加制限なし） 

 

（決定）４月２１日（土）２２日（日）開幕地区大会（静岡県富士宮市「朝霧アリーナ」） 

 ２１日（土）ミニチュアクラス２種目、２２日（日）オープンクラス２種目 

 

（決定）５月２０日（日）関西地区大会（兵庫県三木市「ネスタリゾート神戸」） 

 ミニチュアクラス２種目 オープンクラス２種目 前日に練習会。 

 

（決定）６月１７日（日）信越北陸地区大会（新潟県南魚沼市「しゃくなげ湖わらびのキャンプ場」） 

 ミニチュアクラス２種目 オープンクラス２種目 前日に練習会。 

 

（決定）９月２３日（日）東北地区大会（福島県会津美里町「せせらぎ公園」） 

 ミニチュアクラス２種目 オープンクラス２種目 前日に練習会。 

 

（決定）１０月２０日（土）２１日（日）最終地区大会（静岡県浜松市「浜名湖ガーデンパーク」） 

 ２０日（土）オープンクラス２種目、２１日ミニチュアクラス２種目。 

 

（開催の有無を調整中）特別大会（決勝大会に出ないペアによる大会。受付は最終大会後） 

 ミニチュアクラス２種目 オープンクラス２種目 

 

（会場を関東にて調整中）全国決勝大会 

 ミニチュアクラス２種目 オープンクラス２種目 

 

☆開催当日の受付時間は、決勝を除き全ての大会で午前８時～午前９時を予定していますが、エントリ

ー数によっては７時～８時となる場合がございます。 

 

☆地区大会は参加する種目ごとにそれぞれ参加料が必要です。 

 ミニチュア総合・・・・・・・・・・・ 各（１頭につき） ５，０００円 

 オープン総合・・・・・・・・・・・・ 各（  〃  ） ５，０００円 

 ミニチュア総合（特別ルール）・・・・ 各（  〃  ） ４，０００円 

 オープン総合（特別ルール）・・・・・ 各（  〃  ） ４，０００円 

 ミニチュアハイスピード・・・・・・・ 各（  〃  ） ４，０００円 

 オープンハイスピード・・・・・・・・ 各（  〃  ） ４，０００円 

 

☆参加手続きの受付は３月１日開始となります。「２０１８年エクストリーム地区大会参加方法」をご

覧の上、ご参加希望の大会がございましたらそれぞれの手続き期日内にお手続きください。 

☆地区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（発送は開催日の３週間前開始）。 

☆地区大会・特別大会におきましては、各大会ともにメダル、表彰状、副賞、特別賞、参加賞をご用意

いたします。 
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エクストリーム練習会日程（全て１００頭限定）先着予約順 

 

本戦用の機材で練習をしたい方のために、関西大会、信越北陸大会、東北大会の前日に、本戦機材を用

いた練習会を開催いたします。将来の本戦出場のために本戦用機材に触れたいという方や、翌日の大会

に出る方の調整の目的はもちろん、愛犬との障害物競走を体験するだけの目的の方も大歓迎です。 

 

参加料 

 

（１頭につき）４，０００円 

 

内容 

 

・講習会（本コースとは別に体験機材を用意し、講習を行います。全く初めての方も大歓迎！） 

※講習会の参加を希望しない方は本コースでの部分練習ができます。 

・部分練習（体験機材で練習ができます。また、様子を見て本コースでも練習ができます） 

・通し練習（本コースのスタートからゴールまでを通して練習ができます） 

・模擬タイムトライアル（リード付きでもチャレンジできるタイムトライアル） 

※記録は張り出しますが、表彰は行いません。 

 

スケジュール 

 

（決定）５月１９日（土） ｉｎ 兵庫 （兵庫県三木市「ネスタリゾート神戸」） 

 電話予約の開始日時：４月１６日（月）１０：００。※メールは翌日からの受付。 

 

（決定）６月１６日（土） ｉｎ 新潟（新潟県南魚沼市「しゃくなげ湖わらびのキャンプ場」） 

 電話予約の開始日時：５月１４日（月）１０：００。※メールは翌日からの受付。 

 

（決定）９月２２日（土） ｉｎ 福島（福島県会津美里町「せせらぎ公園」） 

 電話予約の開始日時：８月２０日（月）１０：００。※メールは翌日からの受付。 

 

※地区大会を先に申し込んでおくことは可能です。 
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エクストリーム２０１８シーズン「ルールブックには無い追加・変更事項」説明書 

 

◎総合種目「特別ルール」 

参加料は１頭につき４，０００円です。特別ルールと通常ルールの違いは、（１）ハードルの高さを、

オープン・ミニチュア共に全て２０ｃｍに設定してスタートできます。（２）マウンテンはハンドラー

用の補助台を通っても通過とみなします。（３）オープン・ミニチュア共にリングをパスできます。（４）

記録は参考記録となります。完走記録は残りますが、総合ポイントは「特別」と表記され、順位には反

映されません。 

※ハードルの設定上ミニにエントリーする必要が無くたったため、オープンの犬がミニチュアにエント

リーすることはできなくなります。 

 

◎総合種目「シニアクラス」 

総合種目において、７歳以上のシニア犬は、ハードルの高さを、ミニチュアは全て２０ｃｍ、オープン

は全て６０ｃｍに設定してスタートできます。ゴールタイムに６ポイントが加算され、総合ポイントが

残り、順位に反映されます。 

参加には事前の申請が必要です。シニアクラスに希望のワンちゃんは、参加票の「シニアクラス」に印

を付けてください。参加料は通常の総合種目と同じで、１頭につき５，０００円となります。 

 

◎各地区大会における総合＆ハイスピード「追加練習」について。 

開幕地区大会及び最終地区大会は、以下【Ａ】「総合追加一周練習走行」【Ｂ】「ハイスピード追加一周

練習走行」を有料ではありますが設けます。 

 

【Ａ】総合追加１周練習走行・・・１頭につき最長で２分、スタートからゴールまで通しの練習が追加

できます。追加できるのは１会場１頭につき１回のみ。時間内なら何度でもやり直しでき、ゴー

ルをくぐっても継続できます。場外に出た場合は、時間内なら呼び戻すことで再開できます。 

【Ｂ】ハイスピード１周練習走行・・・１頭につき最長で１分、スタートからゴールまで通しの練習が

追加できます。制限時間以外は【Ａ】と同じです。 

☆参加料・・・【Ａ】【Ｂ】ともに１会場１頭１０００円 

 

◎全参加犬の通しの練習・・・本年も、総合及びハイスピードにて本戦前に１周の練習走行ができます。

総合は同じ機材のやり直しは１回のみ。ハイスピードは同じハードルのやり直しは１回のみ。ゴールを

くぐったり、場外に出た場合、当日発表の制限時間を超えた場合、練習終了となります。 

 

◎受付終了後の基本的な当日のスケジュール（諸事情により変更することがあります） 

「総合全参加犬の１周走行練習（特別→シニア→一般の順）」→「総合追加１周走行」→「ハイスピー

ド全参加犬の１周走行練習」→「ハイスピード追加１周走行」→本戦競技※→表彰 

 

※競技順は「総合特別ルール（ミニ）」→「総合シニアクラス（ミニ）」→「総合一般（ミニ）」→「総

合特別ルール（オープン）」→「総合シニアクラス（オープン）」→「総合一般（オープン）」→「ハイ

スピード（ミニ）」→「ハイスピード（オープン）」の順となります。オープンのみ、ミニのみの大会で

は該当しない部門を飛ばした順となります。 

 

◎ハイジャンプは行いません。 

 

◎オープンハイスピードのルール改正について 

オープンハイスピードにおいて、差し込みのパネルを落下させた場合のペナルティは昨年まではありま

せんでしたが、今年から、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

ることになりました。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や形状は原則として昨年までと同じです。 
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決勝大会について 

 

決勝大会は現在、関東にて会場を調整中です。昨年のような特別大会の開催も検討していますが、会場

によっては開催できない場合もございます。 

 

◎決勝大会への出場について 

 

決勝大会に出場する権利を得る方法は次のいずれかです。 

 

（１）各地区大会に設定される決勝枠に入賞すること。 

各種目３５枠。各会場上位７頭となります。また最終地区大会は各種目３５頭になるまでの残り

の枠となります。２回目以降の地区大会においては、すでに決勝への権利を持っているペアを除

いた上位７ペアが決勝進出の権利を得ることができます。また、権利獲得ペアが決勝出場を辞退

した場合、そのペアが権利を獲得した大会の次点のペアに権利が移ることとします。 

 

（２）各地区大会にて得られるポイントの合計で上位に入ること。 

各地区大会で、種目ごとに上位から、出場ポイントが割り振られていきます。全ての地区大会終

了後、各種目のポイントの合計上位５頭が決勝に出場することができます。ポイントは、決勝の

権利を得られる順位の次点から順に加算され、最大３０ポイントで、順位が下がるごとに１ポイ

ントずつ少なくなっていきます（例：最初の東北地区大会では１２位が３０ポイント、１３位が

２９ポイント、１４位が２８ポイント・・・４１位が１ポイントとなります）。 

なお、各地区大会終了後翌日以降に、決勝進出のキャンセルが出た場合、同大会の次点のペアに

決勝進出の権利が移りますが、以下のペアのポイントはスライドせずそのままとなります。 

 

（３）全地区大会終了後に発表される主催者特別枠に選ばれること。 

本選で完走履歴のあるペアの中から、エクストリーム精神を伝えていただくためのペアを選出し

ます。各種目２ペアを予定しています。各地区大会での特別賞のことではありません。 

 

（４）（開催決定の場合）特別大会に優勝したペア 

開催は未定ですが、昨年同様、決勝大会の前日に特別大会を開催することが決定した場合、各種

目の優勝ペアは翌日の決勝大会の第一走者として出場権が得られます。特別大会に出場するため

の権利は、①決勝大会に出場しないこと。②２０１８年度の５回の地区大会のうち１度でも参加

していること。となります。その他詳細は開催が決まりましたら発表いたします。 
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２０１８年度エクストリーム地区大会・練習会 参加方法（概要） 

 

第２０回エクストリームチャンピオンシップ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。 

 

２０１８年度参加登録の方法 

 

１．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（Ｐ４の本年のルールの項目、

Ｐ１０のルールの解説もよくお読みください）。 

 

２．初参加のペアは次の①～④をご準備ください。過去にご参加のペアで、前運営のデータを使用して

よい方は①～③をご準備ください。 

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。また事前のキャンセルの場合、ほかの大会への振り替えができ

ます。この場合は手数料は発生いたしません。ただし開催日当日のキャンセルにつきましては、大

会変更、参加料の返金、ともにできませんのでお気を付けください。 

  詳細は各会場の参加説明書に記載いたします。 

  

※ 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初参加の場合は、今年の

最初の参加の時に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。但し最終地区大会はオープ

ン部門が終わっているので移行はできません。 

※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。 

 

練習会について 

 

１．各会場限定１００頭なので、Ｐ２の予約開始日時以降にお電話またはメールにてご予約下さい。初

日はお電話のみ受付とさせていただきます。メールは翌日からの受付の扱いとなります。土日祝はお

電話の受付は行いませんが、メールはお送りいただけ、受信の順番で受付けます。 

２．その他、上記①②③④が必要となります。手続きの仕方は地区大会と同じです。 

※ 練習会の受付開始前でも地区大会の申し込みはお受けできます。 
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２０１８年度エクストリーム地区大会 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（申

し込み会場の日付）、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。 

 
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、参加希望会場の手続き期日までにご返送ください

（Ｐ９の手続き期日確認票参照）。 

◇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。 

◇参加希望会場、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。 

◇追加練習（詳細はＰ４）をご希望の方は、希望会場・希望する練習の欄に必ずご記入ください。 



8 

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（全参加犬） 

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（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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２０１８年度地区大会「会場手続き期日」一覧表＆払込取扱票見本 

 

◎現在決定している練習会・地区大会の手続き期日は下記の日付です。 

 

開催日 会場 手続期日 

４月２１日（土）２２日（日） 

２１日ミニ ２２日オープン 

開幕地区大会 

静岡県富士宮市「朝霧アリーナ」 
４月１２日（木） 

５月２０日（日） 
関西地区大会 

兵庫県三木市「ネスタリゾート神戸」 
５月１０日（木） 

６月１７日（日） 
信越北陸地区大会 

新潟県南魚沼市「しゃくなげ湖オートキャンプ場」 
６月７日（木） 

９月２３日（日） 
東北地区大会 

福島県会津美里町「せせらぎ公園」 
９月１３日（木） 

１０月２０日（土）２１日（日） 

２０日オープン ２１日ミニ 

最終地区大会 

静岡県浜松市「浜名湖ガーデンパーク」 
１０月１１日（木） 

 

◇Ｐ６～「地区大会参加方法」をお読みいただき、手続き（参加申込書類の送付および参加料の入金）

してください。 

※上記にあります手続期日を過ぎますと原則ご参加いただけませんのでお気を付けください。 

 

◇今年度二回目以降の参加手続きにつきましては、参加ペア、種目などに変更が無ければ、参加料のお

振込みと、参加申込書の提出のみで手続き完了となります。初回にご提出いただいた証明書のコピ

ー・お写真は全会場で共用いたしますので、今年度二回目以降はお送りいただかなくても結構です。 

 

◇手続きが完了しましたら、参加票・スケジュール・地図などをお送りいたします。 

 ただし発送開始は、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。 

 

※キャンセルやお申込みの内容から変更になる場合（参加者、種目の変更・参加犬、種目の追加など）

は電話かメールにてお早めにご連絡ください。 
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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） 

 

☆総合・ハイスピード共通 

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機材にはマウンテンの人間用補助台部分を除き、人が通ること、触ることはできません。 

③機材は決められた方向から通過した場合のみ通過とみなし、逆方向からでは通過とはみなされま

せん。その場合は失格とはならず、時間内でしたら何度でもやり直しができます。 

④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。 

⑤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。 

☆総合種目 

①フラッグは正確にクリアできなかった場合、最初の１本目からのやり直しとなります。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、最初の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）。 

・全競技共通：競技中の排せつ行為  ＝ ３０Ｐ 

・全競技共通：参加者（ハンドラー）が機材に触れる ＝ ２０Ｐ 

・全競技共通：参加犬が機材を倒す ＝ １０Ｐ 

・全競技共通：ゴールの逆走 ＝ ５Ｐ 

・総合のみ：ハードルのバーを落下させた場合 ＝ ３Ｐ 

 ※参加犬がハードルの柱に当たりバーが落ちた場合、柱と柱の間を通過するまではそのハードル

をクリアしたことにはなりません。そのままゴールすると失格になってしまいます。 

 ※参加犬がバーの下をくぐった場合、「バーを落とし、通過した」ものとみなします。 

・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総合・ハイスピード共通 

・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。 


