
2021 OPDESラリーオビディエンス (WCRL認定)  in 秋ヶ瀬 

  
日時 2021年 11月 13 日（土） 会場 秋ヶ瀬公園 三ツ池グラウンド 

  

主催 NPO 法人 犬の総合教育社会化推進機構 協賛 
ロイヤルカナン・ジャポン 
ワイ・エス・エンタープライズ（ピュアラック
スドッグフード）     

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 
  

審査員 川端千賀子（WCRL 公認審査員） 
  

  
 参加資格 

 
WCRLまたは USDAAに登録済の生後 6ヵ月以上の犬とその所有者。 
WCRL規定に基づき、所有者の肉親（親と子）、配偶者、ライフパートナー、祖父母、孫によるハンドリングも認めます。 
 
WCRLまたは USDAAの登録番号をお持ちでない場合は、競技のお申込みと同時に、登録申請する事も出来ます。 
案内書の中にある「新規登録申請用紙」をご利用下さい。 
申請には別途￥4500の登録料がかかります。 
 
今回登録せずに参加を希望される方は、WCRLまたは USDAAの登録番号欄に「FEO」とご記入下さい。 
但し FEO で参加出来る種目は、イントロ、レベル 1 Aクラス、ベテラン Aクラスに限られます。 
大会終了時までに登録申請した場合、記録は残りますが、表彰には含まれません。 
 
FEO*とは「エキシビション」を意味します。 
エキシビションは時間とエントリー数に余裕がある場合に限り、主催者の裁量で当日受付する事もあります。 
   

参加費 OPDES 会員 5,000 円  ・ 非会員 5,500 円 
  

 
 申込方法 

 
申込み専用フォームに必要事項を記入し、送信してください。。 
申込みが受理されると確認メールが届きますので、内容をご確認の上、競技当日まで大切に保管して下さい。 
 
 
申込み専用フォームが上手く使えない場合、FAX をご利用する事も出来ます。案内書のページ 4 と 5 の申込用
紙を、締切日必着となるように送って下さい。FAX のご利用の方は送信後に確認電話を入れて下さい。 
競技のお申込と同時に犬の登録申請を希望される方は、ページ 6 の新規登録申請用紙も一緒に送って下さい。 
 
FAX ： 042-682-2776 
 
入会をご希望の方は、OPDES ホームページの＜会員登録＞より、お手続きください。 
 
参加費は青色振込用紙（郵便局に設置してあります）または銀行振込にてご入金ください。 
いずれも振込手数料は、参加者様のご負担となります。 
 
    

郵便局青色振込用紙 
 
郵便振替口座： 00110-3-673662   
  加入者名： OPDES 東京 WEST事務局 
 
 

銀行振込 
 
    銀行名： ゆうちょ銀行 
   支店名： ０一九店（ゼロイチキュー：019）  
   当 座： 0673662  
受取人名義： オプデストウキョウウエストジムキョク 

 
申込締切日：2021年 11月 1日（月）  
振込締切日：2021年 11月 2日（火） 
 
申込締切日までに、参加費の振込をお願い致します。 
 
※ お電話での申し込みは出来ません。 
※  締め切り後、ならびに当日申込は受付出来ません。 
※ 欠席の場合、参加費の返金はありません。 
※ 振込締切日は厳守して下さい。 
※ 締切日までに入金確認が出来ない場合は出場出来ませんのでご注意下さい、当日払いも受付ません。 
※ 新型コロナウィルスの感染拡大に伴う緊急措置と致しまして、競技会前、または当日に体調不良により欠席される参加者

に対しては、返金の手続きを致します。 
    



競技種目 
  

イントロ 生後 6ヵ月以上の全犬  
（※レベル 1,2,3のタイトルを持っている場合は、このクラスの表彰には含まれません） 

  

レベル 1 
A クラス 生後 6ヵ月以上のレベル 1タイトルを持っていない全犬 

B クラス レベル 1タイトルを持っている全犬 

  

レベル 2 
A クラス 生後 1歳以上のレベル 2タイトルを持っていない全犬 

B クラス レベル 2タイトルを持っている全犬 

  

レベル 3 
A クラス 生後 1歳以上のレベル 3タイトルを持っていない全犬 

B クラス レベル 3タイトルを持っている全犬 

  

ベテラン 
A クラス 23Kg 未満の 8歳、または 23Kg～41Kg 未満の 7歳、または 41Kg以上の 6歳の、 

ベテランタイトルを持っていない全犬 

B クラス ベテランタイトルを持っている全犬 
  

 
 
 参加要項 

 
1. 発情犬も出場できますが、出場する順番は、そのクラスの最後になります。 

        
2. 駐車場を含む会場内で、個人の練習用ハードルを使う事は禁止されています。 

 
3. 上のクラスのタイトルを持っていない犬でも、Aクラスには参加する事が出来ます。 

例えばレベル 1タイトルを持っている犬が、レベル 3の Aクラスにも参加する事が出来ます。 
但し、レベル 3の Aクラスで 3回合格しても、レベル 2のタイトルを取るまでは、レベル 3のタイトルは 
与えられません。 
 

4. WCRL規定 第 3章セクション 3.1基本ルール 
 
ハンドラーは、ブリーフィングや見分、競技の出場に際し、いつでも出られる準備をしていなければならない。 
（決定戦も含む）3.1) ハンドラーが複数のクラスにエントリーされている場合、 
 
• 出場前に、各クラスの見分を済ませなければならない。 
 
• 複数のクラスにエントリーし、出場順が重なるなどの影響が出る場合、ハンドラーは事前に 
 ゲートスチュワード、事務局、または審査員に知らせる義務がある。 
 
犬に装着がみとめられているものは ： 
• フラットバックル 
• スナップカラー 
• リミテッドスリップカラー（例えば ハーフチョーク） 
• 標準ハーネス（犬が引っ張っても締めないハーネス） 
ネームタグ付首輪の場合、タグが垂れ下がるものであってはならない。チョークチェーン、スリップカラー、 
スパイク首輪、ジェントルリード、ノープルハーネス（犬が引っ張った時に引き締めになるるハーネス）、 
首輪とリードが 1本で繋がっているもの、メタルリード＆首輪の使用は禁止。 
また電気首輪、スパイク首輪、およびチョークカラーは会場内での装着を認めない。 
 

上記基本ルールに基づき、出場順を調整する事は可能ですが、見分を別で設ける事はありません。 
他の競技とラリーオビディエンス競技の見分時間が重なる方は、ハンドラーの責任において、他競技リンクのスタッフに 
お知らせしてから、ラリーオビディエンス見分にお越しください。 
 



 
5. ハンドラー、まはた犬が抱えるハンディキャップにより、エクササイズを記述通りに実行することが不可能な場合、 

     ページ 7のエクササイズ変更申請書に、どのようにコースまたはエクササイズを変更して実行するかを提出しなけ 
     ればなりません。変更申請書は、各クラスの開始前に審査員に提出しなければならず、変更内容は出来るだけ本来の 
         形に近いものでなければなりません。また、防寒目的の衣類を着用する場合は、その変更申請書に「防寒着着用」 
         と記入して下さい。但しパフォーマンスに影響を与える衣服（ハンドラーの衣類も含む）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。 

   
 
表彰 

 
各レベルの Aクラスと B クラスで合格した 3位まで行います。 
 
スコアが同点の場合はタイムが早い方が上位となりますが、スコアとタイムが同じ場合は決定戦を行います。 
 
FEO（エキシビジョン）での参加は、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。 
   

申込・問合せ 
OPDES 東京 WEST事務局  
〒192-0373 東京都八王子市上柚木 1185-1 FAX 042-682-2776 
TEL：090-3007-1163 （岩本） 留守番電話の場合は、お名前・ご連絡先を残して下さい。折り返し連絡します。   

 
注意事項 
 

 
※ 秋ヶ瀬公園は人と犬とのより良い関係を構築する為に御理解を頂き借用しておりますので、一般の会場への来場者に迷

惑のかからないよう協力してください！！ 
※ ハンドラーまたは犬が抱えるハンディキャップにより、エクササイズの実施要項を変更する必要がある場合は、案内書

の中にあるページ 7の「変更申請用紙」をご記入の上、イベントの当日に担当審査員に提出して下さい。 
※ 車でイヌを待機させる場合は、飛び出しなどの事故がないように十分な対策をしてください。 
※ 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。各自の責任と

モラルを持って対処してください。 
※ 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致します。 
※ 設置された喫煙場所以外での喫煙はご遠慮ください。テント・タープ内、参加者用駐車場に駐車中の車内においても禁

煙をお願いします。 
※ 参加犬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ある事をご確認下さい。 
※ 競技リンク外は犬にリードを付けて移動してください。 
 
※ トリーツ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。 

（ラリーオビディエンス競技では、レギュレーションで許可された場面でのトリーツの使用は認められています) 
 
※ 御愛犬の管理を適切に行って下さい。 
※ 貴重品の管理にお気をつけ下さい。 
※ 参加者およびスタッフの安全面から、台風などの悪天候により、イベント開催を中止することがあります。 
※ パフォーマンスに影響を与えると見なされた衣服については、審査員の判断により着用を認めない場合が 

あります。 
 

※ 会場内での強制首輪の使用は禁止されています。(駐車場を含みます。)  
（詳しくは WCRL規定第 3章セクション 3.1基本ルール「犬の装着が認められるもの」をご覧ください） 
 

※ 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。 
 

〈制約事項及び肖像権使用同意事項について〉 
※ 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あります。 
※ 今大会で撮影した動画及び画像について、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。 
※ また、媒体へ使用されなかった場合でも、異議申し立てを行いません。 
  

【使用範囲等】 
※ 1.私はインターネット等、あらゆる媒体で使用されることを許可いたします。 
※ 2.本動画及び本画像の選択、光学的創作、変形等に対して異議申し立てを行いません。 
※ 3.本動画及び本画像の使用地域を制限しません。  
※ 4.本動画及び本画像の使用期間を制限しません。 
※ 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、作品の見本の提供を求めません。 
 
上記に記載した内容について偽りがないことを保証した上、大会案内書記載の注意・禁止事項を遵守することを誓い 
出場を申込します。 
 
 

 
インターネットの専用フォーム以外でお申込をされる方は、参加要項、表彰、注意事項について同意の上、 
ページ 4の「競技会申込書」の同意欄にチェックを入れて下さい。 
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WCRL認定  OPDESラリーオビディエンス競技会申込書 

私は参加要項、表彰、駐車場、注意事項について（ □  にチェックを入れて下さい→）      □ 同意しました  

日時 2021年 11月 13日（土） 

会場 埼玉県 秋ヶ瀬公園 三ツ池グラウンド 

ハンドラー情報 

Email アドレス  

所有者名 アルファベット  

所有者名 日本語  

ハンドラー名 アルファベット  

ハンドラー名 日本語  

所有者との続柄 ：  所有者からみて、ハンドラーは「どれ」に該当しますか？ 〇をつけて下さい 

本人 夫 妻 子供 親 祖父母 孫 ライフパートナー その他 

郵便番号 

ご住所 

連絡先電話番号 

OPDES の会員ですか？  
該当するものにチェックを 
入れて下さい 

     非会員 

     会員 

     その他： 今回入会希望する 

OPDES 会員番号（所有者）  
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出場犬と参加種目についての情報 
 
アルファベット表記は、半角大文字アルファベットでお願いします。使用できる文字種は、英語アルファベット（A~Z）、ドット（.）、ハイフ
ン（‐）、アンダースコア（_）（※ドット、ハイフン、アンダースコアは、2つ以上続けて使わないで下さい。）です。ドイツ語表記で使われ
るアルファベットは使えません。ÄÖÜẞ（äöüß）「！」「＠」「☆」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。 
 
参加する種目（レベル）に〇をして下さい。 
イントロを除いては、参加する種目（レベル）の A、または B のいずれかに必ず〇をしてください。 
※各種目（レベル）の Aクラスと B クラスの両方に申し込むことは出来ません。                                                

イントロ 
レベル 1 レベル 2 レベル 3 ベテラン 

A B A B A B A B 

アルファベットの 
コールネーム （大文字） 

WCRL 登録・合格証・目録などに記載される名前になります。 

日本語表記の 
コールネーム  

WCRLまたは USDAAの 
登録番号 

 

OPDESアジリティジャパングランプリセミファイナルの参加履歴 
（USDAA 登録番号があります。番号が分からない場合はこちらでお調べしますので、「履歴あり」に〇をして下さい。） 

履歴あり （出場年：      ） 履歴なし 

該当するものにチェックして下さい 

     WCRL または USDAA の登録番号を持っている 

     今回、WCRL または USDAA の登録する 

     今回、WCRL または USDAA の登録せずに参加する 

登録をしない場合は、席次表彰対象外になり、スコアの記録も残りません。               
登録番号を持っている方、今回登録する方もチェックをお願いします。 

      確認しました  

既に持っているタイトルに
〇をつけて下さい イントロ レベル 1 レベル 2 レベル 3 ベテラン 

犬種 
（FCI公認犬種以外はMIXと表記） 

犬の生年月日 
（西暦で記入して下さい） 

犬の性別 オス メス 

犬の体高  
新規登録申請される場合、体高が必要になります。分からない方は競技当日、体高測定を受けて下さい。          ｃｍ 

OPDES犬登録 ID  

これらの情報はアメリカの WCRL および USDAA に犬および所有者の住所氏名を登録する為
に必要となります 

       承諾します 

 
今回、OPDES を通して WCRL に犬登録の申請をされる方のみ、6 ページの「WCRL 新規登録申請書」をご記入下さい 
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WCRL 新規登録申請書 

日時  会場  

所有者情報 （全て必須項目です） 
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： 

                 都 道            市 区                    

                    府 県           町 村               番地                       

お電話番号  

 

個人情報は WCRL 登録に必要です、それ以外の目的で使用されることはありません □   承諾します 

登録犬情報  「！」「＠」「☆」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 

* アルファベットのコールネーム （大文字） 

 

 

 

** 犬種 （アルファベット大文字） FCI 公認犬種以外は Mix として登録されます 

 

 

 

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

 

オス  ・  メス 

 

  

 

*  WCRL 登録・合格証・目録などに記載される名前になります。 

** 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。 

 

 

 

 
 

 



**** お申込と同時に新規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。 
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WCRL公式競技（エクササイズ）変更申請書 

日時  会場  

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 

  

 
ハンドラーまはた犬が抱えるハンディキャップにより、エクササイズを記述通りに実行することが不可能な場合、 
ハンドラーはこの変更申請書にて、どのようにコースを、またはエクササイズを変更して実行するか、各クラスの 
開始前に審査員に提出して下さい。但し、ハンディキャップによる変更依頼は、審査に寛容さを求めるものであっては
なりません。（WCRL 規定第 1章、セクション 1.2） 
 
また、防寒目的の衣服を着用する場合も、この申請書を提出して下さい、ただしパフォーマンスに影響を与えると審査
員が判断した場合は、衣服の着用を認めない場合もあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


