日時
開催種目

2021 OPDES アジリティ競技会 in 秋ヶ瀬公園
2022 年 USDAA 日本代表一次予選
2021 年 11 月 13 日～14 日（土・日）
13 日：5 部～20 部
埼玉県
14 日：1 部～20 部
会場
秋ヶ瀬公園（三ツ池グラウンド）
受付開始予定時間 両日午前 6 時
競技開始予定時間 午前 7 時

主催

NPO 法人

協力

帝京科学大学

審査員

参加資格

参加費

申込み
問い合わせ

申込方法

犬の総合教育社会化推進機構
生命環境学部

13 日：市原悠、佐藤晴香

協賛

アニマルサイエンス学科

ロイヤルカナン・ジャポン合同会社/（株）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）
/dbf ペット株式会社

（ドッグトレーナー研究部）

14 日：森嶋基起、佐藤晴香（14 日は申込頭数により 3 リンクの可能性があります。
）

血統書の有無に関わらず全ての犬種が出場できます。
1 部～4 部：会員・非会員問わず全ての方がハンドラーとして参加できます。
5 部～22 部：OPDES の会員、もしくは会員の家族がハンドラーとして参加できます。
5 部・6 部・8 部・9 部・11 部・12 部・14 部・15 部・17 部・18 部に参加するには、
チームテスト レベル１の資格が必要です。
7 部・10 部・13 部・16 部・19 部・20 部に参加するには、チームテスト レベル２の資格が必要です。
１部・2 部・4 部：￥2,500（非会員￥3,000 当日入会可）
3 部：￥1,000（非会員￥1,500 当日入会可）
5 部～20 部：￥4,000
問い合わせ先 OPDES 東京 WEST 事務局
TEL 090-3007-1163（岩本） （不通の場合はメッセージを残して下さい。折り返し連絡致します。
）
郵便振替口座：00110-3-673662

加入者名 OPDES 東京 WEST 事務局

ゆうちょ銀行 〇一九店（ゼロイチキユウ店） 当座 0673662 オプデストウキョウウエストジムキョク
申込フォームに必要事項を記入し、送信してください。
申込内容は、ホームページの[会員ページ]にある[会員登録情報]の[エントリー履歴]に掲載されますので、
必ずご確認ください。申込締め切り後、電話申込、ならびに当日申込は受付けません。
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。
申込締切日までに参加費の振込をお願いします。

申込締切日：2021 年 11 月 1 日（月）
※欠席の場合、参加費の返金はありません。申込締切日以降の種目の変更やキャンセルは出来ません。
※参加費は、青色振込用紙にてご入金下さい。
（振込用紙は最寄の郵便局に設置してあります。
）
※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。
振込締切日：2021 年 11 月 2 日（火）
※振込締切日までに入金が確認出来なかった場合、出場出来ないことがあります。参加費の当日払いは受け付けません。

1部
2部
3部
4部
5部
6部
7部
8部

ビギナー
ノービス１度
スーパーベテランズ
ノービス 2 度
パフォーマンス JP1 度
パフォーマンス JP2 度
パフォーマンス JP3 度
ジャンピング 1 度

9部

ジャンピング 2 度

競技種目

パフォーマンス
スティープルチェイス
19 部 IFCS ジャンピング

リード装着・有無、どちらも可（ハードル・トンネル）
障害数１０台前後（ハードル・トンネル）
ノービス１度のコース。８歳以上の犬が出場できます。（他のクラス、レベルとの重複不可）
障害数 10~15 台。（ハードル・トンネル・タイヤ）
JP1 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〗
JP2 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〗
JP3 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〗
AG1 度レベル。コンタクト障害なし。〖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〗
AG2 度レベル。コンタクト障害なし。〖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〗
AG３度レベル。コンタクト障害なし。〖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〗
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〗
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〗
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〗
コンタクト障害 1～3 台〖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〗
コンタクト障害 2～3 台〖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〗
コンタクト障害２～３台『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』
AG３度レベル。コンタクト障害は A フレームのみ。『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』
AG３度レベル。コンタクト障害は A フレームのみ。『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』
JP3 度、AG３度、IFCS アジリティ、スティープルチェイス、スヌーカー&ギャンブラーとのみ重複可

20 部

JP3 度、AG３度、IFCS ジャンピング、スティープルチェイス、スヌーカー&ギャンブラーとのみ重複可

10 部

ジャンピング 3 度

11 部
12 部
13 部
14 部
15 部
16 部
17 部

パフォーマンス AG1 度
パフォーマンス AG2 度
パフォーマンス AG3 度
アジリティ 1 度
アジリティ 2 度
アジリティ 3 度
スティープルチェイス

18 部

IFCS アジリティ

参加要項

ハードルの
高さ

クラス
昇格制度

表

彰

注事事項

制約事項及
び肖像権使
用同意事項
について

使用範囲等

●初めて１度クラス、3 度クラスに出場する犬は体高測定が必要です。
●参加種目開始前にイベント本部に申し出て体高測定を受けてください。
●同じ日にパフォーマンスクラスと標準クラスに参加することは出来ません。
●2 日間開催の場合、1 日目にパフォーマンスクラス、２日目に標準クラス（またはその逆）に参加することは
可能です。
●重複出陳に関して、同一犬が同一コースを走ることは出来ません。
●16 部は 2022 年 USDAA Cynosport World Games の日本代表選考会の一次予選となります。
減点 0 の成績で、2022 年ジャパン GP セミファイナルに出場できます。
減点 0 の成績で１席を 1 回、加えて減点 0 の成績で GP ファイナルに出場する権利を獲得できます。
●17 部 18 部は 2022 年ジャパンＧＰのスティープルチェイス一次予選となります。
一次予選通過基準は、上位３頭の平均タイム×1.25 となります。セミファイナルに参加する為には一次予選を
1 回クリアしていなければなりません。セミファイナル通過者は全員ファイナルへ進みます。
●ジャパン GP におけるパフォーマンスセミファイナル、パフォーマンスファイナルの出場条件は標準クラスと
同様です。
●開催日に出場する犬が発情期間内であることが予測される場合、出来るだけ早い段階で担当の事務所にご連絡
下さい。発情犬の出走順は、それぞれの体高クラスの最後になります。

※ビギナー、ノービス１度、ノービス 2 度はミニクラス 20cm/スタンダードクラス 40cm となります。
※スーパーベテランズはミニクラス 10cm/スタンダードクラス 30cm となります。
※パフォーマンスクラス
ミニ(体高 30.48cm 以下)&ミディアム(体高 43.13cm 以下)
→20cm
スタンダード（体高 53.34cm 以下）＆ラージ（体高 53.35 以上）→40cm
※標準クラス
体高 33.02cm 以下→30cm クラス / 体高 35.56cm 以下→35cm クラス / 体高 43.13cm 以下→40cm クラス
体高 48.26cm 以下→50cm クラス / 体高 53.34cm 以下→55cm クラス / 体高 53.35cm 以上→60cm クラス
※IFCS ジャンピング＆アジリティ
体高 30cm 以下→30cm / 体高 40cm 以下→40cm / 体高 50cm 以下→50cm / 体高 50.1cm 以上→60cm
2005 年１月１日よりクラス昇格制度が実施されております。
★2021 年 5 月 17 日よりクラス昇格制度が変更となりました。
（詳細は委員会からのお知らせでご確認下さい。
）
※AG2 度・PAG2 度・JP2 度・PJP2 度に出場するためには、JP1 度または PJP1 度でクリーンランを一回、
AG1 度または PAG1 度でクリーンラン二回の成績が必要。
※AG3 度・PAG3 度・JP3 度・PJP3 度に出場するためには、JP2 度または PJP2 度でクリーンランを一回、
AG2 度または PAG2 度でクリーンラン二回の成績が必要。
※競技会申込時に於いて、例えば 1 度クラスのイヌが、競技会当日までに、2 度クラスに昇格していれば、2 度
の競技に出場できます。2 度の犬が 3 度に上がるときも同様です。
イベント開催日までに昇格条件を満たした場合、希望すれば申込みをした競技種目を昇格したクラスに変更する
ことが出来ます。昇格を希望する場合は、イベント本部に申請してください。
各部各クラスの参加頭数が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 頭以上は３席までを入
賞とし表彰いたします。３部は参加頭数に関係なく、１席のみとなります。
※ 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！！
※ 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。
※ 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。)
※ 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。
※ 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。
※ OPDES が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事に同
意します。また、OPDES が今大会で撮影した動画及び画像が媒体で使用されなかった場合でも、異議申し
立てを行いません。
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事を保証した上、大会案内書記載の注意・禁止事項を遵守する事を誓
い出場を申込みします。

