
WCRL 
Event#

803763 Location 奈良県

WCRL 認定 ラリーオビディエンス競技会案内

主催 NPO 犬の総合教育社会化推進機構（OPDES）

運営事務局 関西 OPDES OB.RL イベント実行委員会

特別協賛 創結

日時 2018 年 12 月 9 日   受付開始 9：30 競技開始 10：00 (予定)

会場 奈良県 宇陀 心の森総合福祉公園 （ＨＰに地図あり）

審査員 川端千賀子 （WCRL 公認審査員）

出陳料 1 課目 OPDES 会員 ￥5000        非会員 ￥5500

実施課目
RLI 

（イントロ）

RL1 A
( レベル 1A )

RL2 A
( レベル 2A)

RL3 A
(レベル 3A)

RLV A
(ベテラン A)

RL1 B
( レベル 1B )

RL2 B
(レベル 2B）

RL3 B
(レベル 3B)

RLV B
(ベテラン B)

参加資格

WCRL もしくは USDAA に登録済の犬と、その所有者（ハンドラー）

登録がお済でない場合、申込時に同時申請する事もできます。但し登録料が￥4500 が別途でかかります。

イントロ、レベル 1 は、エキシビジョンとして登録無しで参加できます、ただし表彰には含まれず記録も残りません。

ハンドラーは、原則所有者、またはその肉親、配偶者、ライフパートナー、祖父母、孫であること。

RLI イントロ
生後 6 か月以上の全犬。 RL1、RL2、RL3、RLV タイトルを持っている犬もイントロに参加することが

出来ます、但しこのクラスでの表彰には含まれません。

A

クラス

RL1
生後 6 か月以上

レベル 1 タイトルを持っていない犬

B  

クラス

RL1 生後 6 か月以上

レベル 1 タイトルを持っている全犬

RL2
生後 1 歳以上

レベル 2 タイトルを持っていない犬
RL2 生後 1 歳以上

レベル 2 タイトルを持っている全犬

RL3
生後 1 歳以上

レベル 3 タイトルを持っていない犬
RL3 生後 1 歳以上

レベル 3 タイトルを持っている全犬

RLV
8 歳以上（41kg 以上は 6 歳から、

23kg-40kg は 7 歳から）

ベテランタイトルを持っていない犬

RLV
8 歳以上（41kg 以上は 6 歳から、

23kg-40kg は 7 歳から）

ベテランタイトルを持っていない犬

受付締切日

11 月 25 日（日）
※ 締切日までにご入金がない場合は自動的にキャンセル扱いになりますので、ご入金はお早目にお願い致します。

※ 締切日以降のクラス変更は出来ません。

※ 締切日以降にキャンセルされた場合の出陳料は、キャンセル料となりますので返金されません。



[ローカルルール]

1. 表彰は各クラスで合格した犬 3 位まで。

2. スコアとタイムが同じ場合は決定戦を行います。（Run-offs）

3. イントロ、レベル 1、ベテランクラスに限り、登録なしでも参加することが出来ます。申込書 WCRL/USDAA 登録番号の欄には

「FEO」とご記入下さい。ただし FEO（エキシビジョン）でのご参加は、表彰には含まれず、記録も残りません。

大会終了時までに登録申請をされると、スコアは記録として残りますが表彰には含まれません。

4. WCRL への登録申請は、競技申込と同時にすることもできます。

その場合は WCRL/USDAA 番号欄には「同時申請」と記入し、別紙の新規 登録用紙をご記入ください。

4500 円の登録料は、出陳料と一緒にお振込み願います。

5. 発情犬も出場できますが、出走はそのクラスの最後になります。

[注意・禁止事項]

※ 締切日までにご入金がない場合は自動的にキャンセル扱いになりますので、ご入金はお早目にお願い致します。

※ 締切日以降のクラス変更は出来ません。

※ 締切日以降にキャンセルされた場合の出陳料は、キャンセル料となりますので返金されません。

※ 発情犬の出陳も出来ますが、そのクラスの一番最後の出走となります。

※ WCRL 規定第 3 章セクション 3.1 に基づき、重複出陳されてる方の見分時間を別で設けることはありません。

他競技と重複する場合はハンドラーの責任において、他競技のゲートスチュワードに連絡を入れてからラリーオビディエンス見分に

  お越し下さい。

※ 複数のクラス（他競技も含む）にエントリーし、順番が重なるなどの影響が出る場合のみ出場順を変えることが出来ますが、ハンドラーは                  

  事前にゲートスチュワード、または審査員に知らせる義務があります。事前の申告無しに出走順に遅れた場合は失格となります。

※ WCRL 規定第 3 章セクション 3.1 に基づき、会場内では必ずリードを装着して下さい。

※ 会場内での強制首輪やチェーンカラーの使用は禁止されています。詳しくは規定書をご参考ください。

※ 御愛犬の排泄物は所有者が責任をもって必ずお持ち帰りください。

※ 犬を車中に置く場合は、十分にご注意ください。

※ 会場もしくはその付近でのビラの配布、署名募集活動等の大会目的外活動は固くお断り致します。

[同意事項]

競技会場における一切の出来事は本犬所有者の責任とし、主催者に責任を問いません。本犬は狂犬病予防注射を接種済みであり、  

その効力は大会期間中有効です。今大会で撮影した動画および画像について、下記の定める使用範囲において無償で使用することに

同意します。

[使用範囲]

1. 私はインターネット、あらゆる媒体で使用される事を許可致します。

2. 本動画及び本画像の選択、光化学創作、変形等に対して異議申し立て致しません。

3. 本動画及び本画像の使用地域を制限致しません。

4. 本動画及び本画像の使用期限を制限致しません。

5. 本動画及び本画像のデータ、それを出力した印刷物等の提供を求めません。

また、本動画及び本画像を使用した貴機構または貴機構が指名した者の作品、作品の見本に提供を求めません。

上記に記載した内容について偽りがないことを保障した上、大会案内書記載の注意・禁止事項を厳守することを誓い出陳致します。

申込・入金

方法

エントリーフォーム、または FAX より

郵便振替口座：00930-2-313814 （振込料は出陳者ご負担にてお願いいたします。）

加入者名 関西 OPDES OB.RL 実行委員会

＊必ず、詳細をお書きください

事務局 いぬの学校 あさか 〒593-8315 堺市西区菱木 4-2767-1

お問い合わせ
いぬの学校 あさか TEL 072-350-8328    FAX 072-251-4391（21 時まで）

エントリーされた方は、必ず確認の電話を 090-7353-4827 浅香



記入日     年    月    日  

WCRL イベント番号 803763 場所 奈良県 開催日 2018.12.9

案内書記載の注意・禁止事項および同意事項の確認  ：    □ はい   （チェックマークをつける）

                 WCRL 公式競技申込書

ハンドラー名
（アルファベット）

苗字 フリガナ 名前 フリガナ

犬のコールネーム
（アルファベット）

フリガナ *WCRL/USDAA 登録番号

犬種（アルファベット）

FCI 公認犬種以外は Mix となります **実体高 （cm）

OPDES 会員 ・ 非会員

（どちらかに〇）
OPDES 会員番号： ***犬の生年月日

ご住所 連絡先 TEL

出場クラス （出陳課目に〇）
※同じタイトルのＡとＢの両方に,同時にエントリーすることは出来ません。

RLI イントロ

RL1 レベル 1 RL2 レベル 2 RL3 レベル 3 RLV ベテラン

A B A B A B A B

既に持っているタイトルに〇 （あれば）

RLI RL1 RL2 RL3 RLV

記入の際の注意点

*犬登録がお済でない方で、今回同時申請を希望される方は、この欄には「同時申請」とご記入下さい。

また別紙の新規登録用紙もご記入下さい。登録料 4500 円は出陳料と同時にお振込み下さい。

登録を希望されない方はこの欄に「FEO」とご記入下さい。

** 実体高をご記入下さい。 無記入の場合は当日体高測定を行います。

*** 必ずご記入下さい。



記入日     年    月    日      

新規登録用紙
（WCRL に犬登録を申請される方のみ、こちらをご記入下さい）

WCRL イベント番号 803763 場所 奈良県 開催日 2018 年 12 月 9 日

Handler Information
OPDES 会員 ・ 非会員

（どちらかに〇）
OPDES 会員番号 ：

所有者

ふりがな ： アルファベット大文字  苗字 アルファベット大文字  名前

ハンドラー
（上記と異なる場合のみ記入）

ふりがな ： アルファベット大文字  苗字 アルファベット大文字  名前

Email アドレス

ご住所

ふりがな：

お電話番号

Dog Information
「！」「＠」「☆」など、記号を含む名前は登録出来ませんので、それらを削除してご記入ください。 ドイツ語表記は可

* コールネーム アルファベット頭文字のみ大文字、その他小文字でご記入下さい。

** 犬種 （アルファベット大文字） FCI 公認犬種以外は Mix となります

***生年月日（西暦） 性別 **** 実体高 （cm）            

オス ・ メス

* WCRL にはこのお名前でスコア等が記録されます。

** FCI 公認犬種以外は MIX として登録されます

*** 犬の生年月日が空欄の場合は登録されませんので、記入漏れのないようにご注意ください。

**** お申込と同時に犬登録申請される場合、体高が必要になりますので、分からない方は当日体高測定を受けてください。



WCRL 公式競技（課目）変更申請書
ハンディキャップ等によるエクササイズ実施要領変更を希望する場合、この欄に変更申請書をご記入ください。

防寒目的の衣服の着用を希望する場合も、この欄にご記入下さい。

WCRL イベント番号 803763 場所 奈良県 開催日 2018 年 12 月 9 日

ハンドラー名
（アルファベット）

苗字 フリガナ 名前 フリガナ

犬のコールネーム
（アルファベット）

フリガナ *WCRL/USDAA 登録番号

※ 防寒目的以外の衣服の着用、その他パフォーマンスに影響を与える衣服と審査員が判断した場合は、

    着用を認めない場合があります。


