
主催:JKC北九州ドッグスポーツトレーナーズクラブ

開催日 2016年 10月 23日 (日 曜日)

轟製膊闇 乖語【障::なミ鷹晶ξ√智;1雨天決行)

※受付時間及び競技開始時間にご注意ください

客裾出罹鍵真勇化直進ン
に入る。

八崎ICよ り約 10分～ 15分

※審査、出場順は、出陳l録記載番別贋を原則とします。時間制限を調すますので審査進旬こご協力下れ、)また、発情犬は、各クテスの最後に競技し■tだきますので、受付時に申告し《だぎ}

会場 :直方市遠賀川河川敷公園安定所下緑地広場
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実施要領

1.出陳等

賭敬棚 員liり;串l)」;itillιtt1043日
明)騎

2015年 4月 22日 及びそれ以前の生まれ

生後 18ヶ 月 1日 以上

2015年 10月 22「 1及びそれ以前の生まれ

生後 12ヶ 月 1日 以上

2004年 1月 1日 以降の競技会より、ジャンピングとアジリティー

がセットでの申込みとなります。ジャンピング・アジンティーそれぞ

れ単独での申込は出来ません,

1_出陳大は本会会員が所有する次に各競技の該当年齢に達 した本会

審査員長 稲川秀哉

審 査 員 荒木寿子

チーフ 井上知可子

マクドナルド

一

2.出 陳条件

2度への出陳条件・C2003年 1月 1日 から 1度のアジリティー競技を

減点なく標準タイム内で 3回完走した大´

3度への出陳条件・②別 3年 1月 1日 から2度のアジ,テ ィー競技を

減点なく標準タイム内で3回完走した大。

※①②(D出 陳条件となる完走回数(■ は、2002年 1月 1日 以降に開催さ

れた競技会の成績も含むことができます。

4次 のチャンピオン|ま 2度・3度の部のクラスのみの出陳になります。

C」 KCア ジ,テ ィーチャンピオン

②」KCグ ランドアジリティーチャンピオン

③FCIイ ンターナショナルアジツティーチャンピオン

5 伝染病・皮膚病等健康上の危惧がある大、咬癖大は出陳することは

出来ませス′c

6 発情した犬の出陳は出来ませんが、当分の間、当該クラスの最後に

競技することとします。

● セブンイレ

2 クラブ会員が所有する本会非公認大種・本会非公認団体登録大・

交雑大 lま該当午齢に達していれば、ア トラクションに出陳することが出

来ます ,

0ハローヮーク直方

カーナビ利用時
TEL 0949-22-8609
ハローワーク直方と入れて下さい,
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実施要領

3.指導手規定

本会のクラブ会員並びにその家族 (本会の公認訓棟士の助手であって

もクラブ会員資格は必要です。)

4.出陳料金

:   [ }  1千
重目に有「き、 7,000円

3  度

アトラクション   1禾重日に f寸 き、 3,000円

5.申込方法

所定の出陳申込書に必要事項を記入し、出陳料を添え締切日までに大

会事務局必着となるように申し込んでください。アジリティー難 の

幅 め切りが螂 日の 3週間前になりま助L

(1)当該競技会において、アジリティー及びジャンピングの指導手

は、同一指導手とします。

6.重複出陳

ビギナークラス1+1度  ビギナークラス2+1度

ビギナークラス 1+ビギナークラス2+1度

ビギナークラス 1+ビギナークラス2

※ 上記以外の組み合わせ以外の重複出陳は出来ません。

7 入賞

・各競技各クラス1席～5席 までを入賞とし、ロゼットを付与します。

同点の場合、1/100秒のタイムで順位を決めます。タイムも同じ場合

は、年齢の若い犬を上位とします。

8.競技課 目

ア トラクション1(ビギナークラス 1)

ア トラクション2(ビギナークラス2)

1度 (アジリティー・ ジヤンピング)

2度 (アジリテイー・ ジャンピング)

3度 (アジリテ ィー・ ジヤンピング)

9.アジリティー手帳の発行

手帳は次の条件を満たした大に一冊交付し′ます。

①2003年 1月 1日 以降開催のアジリティー競技会において、]度に

出陳し、減点無く標準タイム内で3コ完走した大。

10 アジ リテ ィーチ ャンピオン (AG.CH)並びにグラン ドア

ジ リテ ィーチャンピオ ン (G.AG CH)登 録制度

1 アジリティー競技 2度及び 3度のクラス (ス モール・ミディアム・

ラージ)で 、競技減点が 0点の出陳大にアジリティーチャンピオン

(AG.CH)ポ イント7Pが付与されまう。

FCロ インターナショナルアシリティ…口競大会 10P

プロックアシリティー腱鏡会7P.ST連 合会アジリティーm会 7P

クラフアジリティー餞鱗会 5P

2_ア ジリテイーチャンピオン (AG CH)資格の取得と登録。

①アジリティーチャンピオンポイント (AG.CH.P)を 20ポイント以

上取得 した大に与えられます。

②AG CH取 得に際して |ま 、CD Ⅱ以上 (GD,IPO,BHを 含む)の 司1練

試験資格の登録を必要とします。

3.グランドアジリティーチャンピオン (GX_CH)資 格の取得と登録

①G AGCHの資格条件は、AG CH.Pを 60ポイン ト以上有する大に

与えられます。ただし、AG CIの 登録を期間内に申請している事が

条件となります。

②仮に 24ポイントで、アジリティーチャンピオンの登録を行つた場

合、残 り36ポイントでグランドアジリティーチャンピオンの資格条

件が与えられます。

4_AG CHま たは G AG CH登録資格を満たした犬の所有者には、資

格条件確認通知を送付 します。資格条件確認通知を受けた日から 3

ヶ月以内に、登録を完了して下さい。登録料は、AG CHが 3,400円 、

G AG_CHが 6600円 です。

5 チャンピオン登録を行いますと、チャンピオン証明書が贈られ血統

書にAG CHま た G■ G CHの 称号が印字され、その名誉が永久に記

録されます。

6 2004年 1月 1日 以降アジリティーチャンピオン、グランドアジリ

ティーチャンピオンy‐ l登録に際しては、当該犬のDNA登 録が必要と

なりましたので、ご注意ください。

※各規程は一部変更することがあります。規定されない部分は審査員長

が決定します。

競技会案内書:申込書:競技進行予定下記アドレスにて、ダウンロードできます。

http://vrivw rvainet.ne jpl''dwc itop htmi

競技会申込所

〒807-0133 福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋大城625

スリースター柴田警察犬訓練所 (TEL  093-223-5255)

■後援/一般社団法人ジャパンケネルクラブ(JKC)/JKC九州ブロック訓練士協議会
JKCジャーマン・シェパード・ドッグクラブ・トレーナーズクラブ連合会/JKC北九州クラブ連合会


