
 

2020 年 USDAA 日本代表一次予選会 

 

主  催 NPO 法人 犬の総合教育社会化推進機構 （OPDES）   特別協賛 創結 

 

協  力 帝京科学大学 生命環境学部 アニマルサイエンス学科 ドッグトレーナー研究部   

 

日  時 2019 年 11 月 16～17 日（土・日） 

 16 日（土）４､５､７､８､10､11､12､13､14､15､16､17､20､21､22 部 午前６：００ 受付開始（予定）   午前７：００ 競技開始（予定） 

17 日（日）１～20 部          午前６：００ 受付開始（予定）   午前７：００ 競技開始（予定） 

 

会  場 埼玉県 秋ヶ瀬公園 （三ツ池グラウンド） 

 

審 査 員 11/16：南場 弘司（OPDES）辻 武尊（OPDES） 11/17：若林 匡智（OPDES） 田辺 一賢（OPDES） 倉田 雅代（OPDES） 

 

出 陳 料 アジリティ１種目 ￥４，０００  スヌーカー＆ギャンブラー ￥５，０００ ※お弁当は出ません。 

（4 部～17 部 19 部 20 部 21 部 22 部。OPDES 会員であること。申込締切日、及び、大会当日はチームテストが有効期間内であること。） 

ビギナークラス・ノービス１度・２度クラスは１種目￥２，５００（OPDES 会員及び、協賛 NPO 法人や団体の会員の方、当日入会可。

それ以外の方でも出場できますが、出場料は￥３，０００といたします。）スーパーベテランズクラスは￥１，０００（OPDES 会員及

び、協賛 NPO 法人や団体の会員の方、当日入会可。それ以外の方でも出場できますが、出場料は￥１，５００といたします。） 

 

☆申込時に「取り扱い」（スクールなど）を選択された方の競技会当日の受付は、取扱スクール毎で代表の方が受付においで下さい。 
申込時に「取り扱い」（スクールなど）を選択されなかった方の競技会当日の受付は個人でお願いします。 

所属スクールがある場合でも、受付をスクールと分けて個人で行いたい場合は、「取り扱い」スクールを選択せずにお申込み下さい。 
タイムスケジュールが３日前までにＯＰＤＥＳ ＨＰのお知らせ掲示板に掲載されますので、確認をお願いします。 

 

出陳料は下記の方法①～②のいずれかで、締切日必着（11 月 1 日 金曜日）でお支払いください。 

方法① 郵便局の青色振込用紙で、00110-3-673662 加入者名：OPDES 東京 WEST 事務局 

方法② ゆうちょ銀行  当座：〇一九店（ゼロイチキュー） 0673662 （オフ゜テ゛ストウキョウウエストシ゛ムキョク） 

 ※振込人名欄にハンドラー名（連絡先の電話番号）の記入をお願いします。※振込手数料は出陳者様ご負担にてお願いします。 

※振込先をお間違えないようお願いいたします。※欠席の場合、出場料の返金はありません。 

 

申込締切 2019 年 11 月 1 日（金曜日） 必着 （電話での申込みは出来ません。締め切り後、また、当日申込は出来ません。） 

 

 

 

競技科目 全種目１回の試技（ビギナークラスのみ２走） １部ビギナー以外はノーリード 

１部 ビギナークラス  リード装着・有無、どちらも可。右コース（ハードル・トンネル） 

２部 ノービス１度  障害数１０台前後 （ハードル・トンネル）  

３部 ノービス２度  障害数１０～１５台 （ハードル・トンネル・タイヤ） 

４部 パフォーマンスＪＰ１度 ＪＰ１度のコース [標準クラス（全レベル・含スティープルチェイス）との重複不可] 

５部 パフォーマンスＪＰ２度 ＪＰ２度のコース [標準クラス（全レベル・含スティープルチェイス）との重複不可] 

６部 パフォーマンスＪＰ３度 ＪＰ３度のコース [標準クラス（全レベル・含スティープルチェイス）との重複不可] 

７部 ジャンピング１度  [パフォーマンスクラス（全レベル・含スティープルチェイス）との重複不可] 

８部 ジャンピング２度  [パフォーマンスクラス（全レベル・含スティープルチェイス）との重複不可] 

９部 ジャンピング３度  [パフォーマンスクラス（全レベル・含スティープルチェイス）との重複不可] 

１０部 パフォーマンスＡＧ１度 ＡＧ１度のコース [標準クラス（全レベル・含スティープルチェイス）との重複不可] 

１１部 パフォーマンスＡＧ２度 ＡＧ２度のコース [標準クラス（全レベル・含スティープルチェイス）との重複不可] 

１２部 パフォーマンスＡＧ３度 ＡＧ３度のコース [標準クラス（全レベル・含スティープルチェイス）との重複不可] 

１３部 アジリティ１度 タッチ障害１～３台、 テーブル除く[パフォーマンスクラス（全レベル・含スティープルチェイス）との重複不可] 

１４部 アジリティ２度 タッチ障害２～４台、テーブル除く[パフォーマンスクラス（全レベル・含スティープルチェイス）との重複不可] 

１５部 アジリティ３度 タッチ障害２～４台、 テーブル除く[パフォーマンスクラス（全レベル・含スティープルチェイス）との重複不可] 

１６部 スティープルチェイス（ＡＧ３度レベル、タッチ障害は A フレームのみ） [パフォーマンスクラス（全レベルとの重複不可] 

１７部 パフォーマンススティープル（ＡＧ３度レベル、タッチ障害は A フレームのみ）[標準クラス（全レベル）との重複不可] 

１８部 スーパーベテランズ ８歳以上の犬が出場できます NV１度のコース （他のクラス、レベルとの重複不可） 

１９部 IFCS チャレンジクラスジャンピング  JP３度・AG３度・IFCS チャレンジクラスアジリティ・スティープルチェイスとのみ重複可 

２０部 IFCS チャレンジクラスアジリティ   JP３度・AG３度・IFCS チャレンジクラスジャンピング・スティープルチェイスとのみ重複可 

２１部  ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽｽﾇｰｶｰ&ｷﾞｬﾝﾌﾞﾗｰ （スヌーカー・ギャンブラーのみの単課目出場はできません。）[標準クラス（全レベル）との重複不可。] 

２２部  スヌーカー＆ギャンブラー （スヌーカー・ギャンブラーのみの単課目出場はできません。）[ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽｸﾗｽ（全レベル）との重複不可。] 

 

●チームテスト資格が必要です。  *永久でないチームテストの有効期間は 1 年です。ご確認ください。 

チームテスト（レベル１）：パフォーマンス JP1・2、JP１・2、パフォーマンス AG1・2、AG1・2、スティープルチェイス、パフォーマンス STP、

パフォーマンススヌーカー＆ギャンブラー、スヌーカー＆ギャンブラー 

チームテスト（レベル 2）：パフォーマンス JP3、JP3、パフォーマンス AG3、AG3、IFCS チャレンジクラス 

OPDES 東京 WEST 事務局（岩本方） 

FAX 042-682-2776  090-3007-1163（岩本：連絡は 9 時～18 時、出ない時は留守電にお願いします。） 

2019 OPDES A-1 in 千葉 

ビギナークラス 

コース 

九十九里自然公園（千葉県） に変更になりました。 

https://goo.gl/maps/hDV75Th5eaFgX9YMA


※ 同一競技会で、標準クラス（JP1・2・3 度、AG1・2・3 度、スティープルチェイス）と、パフォーマンスクラス（パフォーマンス JP1・2・3 度、

パフォーマンス AG1・2・3 度、パフォーマンススティープル）との重複出陳はできません。 

※ 重複出陳に関して、同一犬が同一コースを走ることは認めません。 

※ ８歳以上でも１～１７部・１９～２２部に出場できます。 

※ 15 部（AG3 度）は、2020 年 USDAA ワールドチャンピオンシップの日本代表選考会（ジャパングランプリ）の一次予選となります。減点 0 の

犬は、2020 年日本代表選考会セミファイナルに出場できます。15 部（AG3 度）において、減点０で１席を一回獲得し、もう一回減点０の成績

を獲得するとファイナル権を得る事が出来ます。（12 部の AG3 度パフォーマンスクラスも同様です。） 

※ 16 部（スティープルチェイス）は 2020 年 USDAA ワールドチャンピオンシップの日本代表選考会（ジャパングランプリ）のスティープルチ

ェイスクラスの一次予選となります。スティープルチェイスの一次予選通過基準は、 

P ミニ、P ミディ、25、35、40 ㎝クラスは、出走頭数が 5 頭以上の場合、上位 3 頭の平均タイム×1.25 となります。 

（5 頭未満は、最速タイム×1.25） 

P スタンダード、P ラージ 50、55、60 ㎝クラスは、出走頭数が 7 頭以上の場合、上位 3 頭の平均タイム×1.25 となります。 

（7 頭未満は、最速タイム×1.25） 

※ セミファイナルへ参加する為には必ず一次予選を 1 回クリアしていなければなりません。 

※ 初めて１度クラス、及び、３度クラスに出場する犬は体高測定が必要です。詳細は OPDES HP をご覧下さい。体高測定は最初の種目開始前

にお済ませください。希望があれば、何度でも体高測定を受けることができます。 

 

ハードルの高さ 

※ １～３部のハードルの高さはミニ 20cm、スタンダード 40cm とします。 

※ パフォーマンスクラスは、下記のクラス分けにより競技を行います。 

体高 30.48cm 以下  → 20cm 障害を使用 体高 30.49～43.13cm → 30cm 障害を使用 

体高 43.14～53.34cm → 40cm 障害を使用 体高 53.35cm 以上 → 50cm 障害を使用 

（A フレームの高さは、160 ㎝）  

※ IFCS クラスは下記のクラス分けにより競技を行います。 

30cmＴｏｙ（体高 30cm 以下） → 30cm 障害を使用 40cmＭｉｎｉ（体高 40cm 以下） → 40cm 障害を使用 

50cmＭｉｄｉ（体高 50cm 以下） → 50cm 障害を使用 60cmＭａｘｉ（体高 50.1cm 以上） → 60cm 障害を使用 

 

表彰と成績  

  各部各クラスの出陳頭数が５頭以下の場合は１席のみ、１０頭以下の場合は２席まで、１１頭以上の場合は３席まで（１８部は１席のみ）を表彰

いたします。出陳全犬に参加賞が授与されます。 

 

アジリティ出場資格 

※ 血統書のあるなしに関わらず全ての犬種が出場できます。OPDES の会員もしくは会員の家族。競技会当日に入会することも出来ます。 

※ アジリティ競技の部では、OPDES に入会して頂いた方が初めて出場する際にグリーンブックの 1 冊目を無料で発行いたします。競技会記録

や各ワクチン接種日等が記録できます。（再発行￥500-） 

 

クラス昇級制度について （２００５年１月１日よりクラス昇進制度が実施されております。） 

＊ ＡＧ２度・パフォーマンス AG２度・ＪＰ２度・パフォーマンス JP２度に出場するためには、ＡＧ１度、またはパフォーマンス AG１度（混合

可）で減点５以下の成績が２回必要。  

＊ ＡＧ３度・パフォーマンス AG３度・ＪＰ３度・パフォーマンス JP３度・IFCS チャレンジクラスに出場するためには、ＡＧ２度、またはパフ

ォーマンス AG２度（混合可）で減点５以下の成績が２回必要。 

＊ ３度のイヌは２度と３度に出場できます。２度のイヌは１度と２度に出場できます。 

＊ 競技会申込時に於いて、たとえば１度クラスのイヌが、競技会当日までに、２度クラスに昇級すれば、２度の競技に出場できます。（２度のイ

ヌが３度に上がる時も同様です。）この場合はクラス変更を行うことにより昇級したクラスに出場できます。 （受付にお申し出下さい。） 

＊ 申込み締切後のハンドラー変更は出来ません。（ハンドラーを変えて走行する場合は、審査は行わず、リミットタイムのみ計測し、該当クラス

の最後に走る事が出来ます。また、記録上は欠席扱いとなります。） 

 

【注意・禁止事項】 

※ 「秋ヶ瀬公園・三ツ池グランド」は人と犬とのより良い関係を構築する為に埼玉県から御理解を頂き使用しておりますので、一般の来場者・

公園利用者に迷惑の掛からない様、お願いいたします。 

※ 御愛犬の排泄物や出たゴミ類は確実に所有者がお持ち帰りください。 

※ 駐車場及び会場の利用に関しては、主催者及び会場係りの指示に従って下さい。 

※ 喫煙される方は、決められた場所で喫煙して下さい。吸い殻や火の後始末にもお気をつけ下さい。 

※ 競技リンク以外では犬にリードを付けて移動してください。 

※ 大会開催場所もしくは会場付近での、ウォーミングアップ用公認ハードル以外のアジリティ障害での練習は固くお断りいたします。 

※ エサやボール等を所持してハンドリングする事は禁止されています。 

※ ご愛犬は適切に管理して下さい。車中待機させる場合は、熱中症に気をつける・こまめに様子を見に行くなど、安全管理にお気をつけ下さい。 

※ 各自が撮影した写真や動画を、各種SNSや動画サイトなどに投稿する際は、映っている方や所有者の了解をとる等適切な方法で行って下さい。 

※ 会場における一切の出来事は本犬所有者の責任とし、主催者は責任を負いかねますのでご了承ください。 

※ 貴重品の管理にお気をつけ下さい。 

※ 大会開催場所もしくは会場付近での、ビラの配布、署名応募活動等の大会目的外活動は固くお断りいたします。 

※ 競技会に参加及び同伴する犬は狂犬病予防接種済で、その効力は大会期間中有効でなければ、参加及び同伴を固くお断りいたします。 


