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    🐾　あおぞらドッグダンス競技会規定　🐾  

犬は飼い主さんと青空の下ではしゃぐのが大好き！雨が降っても屋根の下でも、いつでも
どこでも、飼い主さんと一緒に踊れば犬にとってそこが ”あおぞら” 気分になるように。 

ドッグダンスはそんな基本の関係性を大切にしながら取り組むスポーツです。 
犬と良い関係を築くために必ず必要なものは、犬が苦痛なく喜んで飼い主さんと作業する
こと。そのため当大会規定は、動物福祉を第一に考えるFCI国際ドッグダンス競技会規定に
準じます。 
 

1  総合規定  
　1. 全ての犬は出場者の自己の責任において出場すること。主催者は犬、又は出場者のいかなる損傷に 

　　対しても責任を問われることはない。  

　2. 犬は国の法律に適合していること。  

　3. 犬の健康と福祉が守られていないと判断した場合は、主催者の判断で出場を禁止することができる。 

　4. 主催者はエントリーを拒否する権利がある。  

　5. 出場する犬は大会当日の時点で、最低月齢満６ヶ月以上であること。  

　6. 他の犬や人に攻撃性のある犬、ヒート中の雌犬は参加できない。  

　7. 伝染性のある病気に感染もしくは保菌している犬は参加できない。  

　8. 病気や怪我を治療中の犬で獣医師の許可がない場合は参加できない。 

　8. 決められた場所以外でのノーリードは禁止とする。  

　9. 入金の確認をもって正式な受付とする。  

　10. 本人都合によるキャンセルにおいて、入金後の申込金は返金されない。  

　11. 他者の演技等の動画、静止画の撮影、録音を許可なくしてはいけない。  

　12. 故意にルール違反をしたと判断された者は当イベントへの参加を停止する場合がある。  

　13. 本大会の運営方法や規定、審査結果などに関して疑問や質問がある場合は、直接主催者宛に文章で 

         問い合わせること。  

2  個人情報の取り扱い 
　１. 参加者の個人情報を本人の同意なしに第三者に開示・提供することはございません。 

　　（法令等による開示を求められた場合を除く）  

　２.お預かりした個人情報は、あおぞら＠ドッグサークルからのご案内に使用させて頂きます。  

    3. 主催者により撮影された画像・動画は、実地報告及び公報のために使用します。 

　　 使用を希望されない場合は、あらかじめ主催者にその旨を伝えることとする。 
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🐾　FCI ドッグダンス競技会規定　🐾  

当競技会向けに規定を独自に捕捉・変更した箇所については青字で明記しています。 
不確かなことについてはFCI規定が優先されます。  

1  ＦＣＩドッグダンス競技会の管理、参加者および審査 

1.1  健康 
　 
　　伝染病、感染症にかかっている犬、鉤虫、疥癬、その他害虫がいる犬は、FCI国際ドッグダンス競技会 
　　に参加することはできない。 

1.2 アンチドーピングおよびワクチン接種の規則 
　 
　　所属国および競技会開催国の規則に従い、国内予防接種規則およびアンチドーピング規則を遵守しな 
　　ければならない。これらは競技会開催国のウェブサイトに掲載されるべきである。 

1.3 攻撃性 

　　攻撃的な犬は競技施設に入ることができない。競技中（自身の演技前、演技中、または演技後）のい 
　　かなるときも、犬が人や他の犬を噛んだり、噛もうとしたり、攻撃したり、攻撃しようとした場合、 
　　審査員長は犬を失格にする。事件はその犬のワーキングブック（所属国で提供されている場合）に記 
　　載され、演技がすでに完了していてもすべてのポイントを失う。複数日にわたって行われるイベント 
　　の場合、失格はその日以外にも該当し、そのため犬は競技できない。 

　　事件は最終成績に記録され、犬が所属する国内統括団体と開催国の国内統括団体に報告書が送付され 
　　なければならない。以上の措置に加え、国内規則が遵守されなければならない。 

1.4 手荒な扱い 
　 
　　競技中（自身の演技前、演技中、または演技後）のいかなるときも、犬に罰を与えることを禁じる。 
　　体罰はもちろん、犬に攻撃的な態度で叫ぶことも同様に禁じる。審査員は、ハンドラーが口頭または 
　　物理的に犬を虐待しているかどうか判断する。これがルーチン中に発生した場合、審査員は演技を中 
　　止することができる。自身の犬を虐待したハンドラーは失格とすべきである。犬に対する虐待の疑い 
　　がある場合は、ヘッドスチュワードに報告されるべきであり、ヘッドスチュワードは状況を審査員に 
　　知らせる。 

1.5 発情中および妊娠中の雌犬 
　 
　　発情中の雌犬は、FCI国際競技会およびワールド/セクション・チャンピオンシップで競技することが 
　　許されるが、競技会の最後に競技する。それらは、他のすべての犬がルーチンを完了するまで、競技 
　　施設およびその周辺から離れたところに置かれなければならない。雌犬が発情中である場合、できる 
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　　だけ速やかに、最低でも朝のブリーフィングまでに、主催者に通知されなければならない。　 
　　→ 入場が認められるていない施設においては競技に参加することはできない。 

　　妊娠した雌犬は、FCI国際競技会およびワールド/セクション・チャンピオンシップで競技することは 
　　できない。 
　　競技日の前75日以内に出産した犬も除外されなければならない。 
　　不明確な場合、ハンドラーは獣医による証明書を提出するよう求められることがある。各国国内統括 
　　団体は、雌犬の参加資格についてさらに制限を設けることができる。 

1.6 外観の変化 

　　断尾または断耳された犬、または美容上の理由で外観が変化した犬は、犬の所属国および競技会開催　 
　　国の法規に則っている場合のみ認められる。犬の外観の変化による規制は、国内規則に明記され、そ 
　　の国のウェブサイトに記載されるべきである。 
　　→ 日本国内では競技可能 

1.7 去勢または避妊犬 

　　去勢または避妊された犬は競技することができる。 

1.8 犬の検査 

　　必要に応じて、審査員長は、競技会開始前にリングの外で犬を確認するべきである。必要とみなされ 
　　た場合、審査員長は、追加的に獣医師の診察を要求することができる。国の規程により、すべての犬 
　　が獣医による検査を必要とする場合がある。犬の健康が競技することによって危険にさらされる可能 
　　性があると判断された場合、審査員長は、犬の参加を認めるべきではない。 

1.9 ハンドラーの義務 

　　ハンドラーの義務は、競技施設に入場したときに始まり、表彰式の後、会場を離れるときに終わる。 
　　すべてのハンドラーは、規定、規則、およびチーフスチュワードの指示に従わなければならない。 
　　ハンドラーには、最高の行動および適切な服装が期待される。 
　　ハンドラーが規則に従わなかったり、不適切な行動を取ったりした場合、失格となることがある。 
　　競技リングの設置中または設置後は、ハンドラーは、権限を有する者（チーフスチュワードまたは審 
　　査員長）の許可がない限り、自国の指定されたトレーニング時間を除いて、犬を伴って競技リングに 
　　入ることは許されない。 

1.10 犬の装飾品と小道具　 
　 
　　犬がリング内で首輪を着けずに演技することは非常に歓迎される。リング内では1つの首輪のみ許さ 
　　れる。首輪には装飾を施すことができるが、犬の肩を超えるべきではない。 

　　必要に応じて、ハーネス、コート、マズル等をリング外で装着することができるが、マズルを使用す 
　　る場合、犬が自由に飲んだり呼吸したりできるものでなければならない。 
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　　スパイクまたは電気カラーおよび他の同様の抑圧装置または手段は禁止する。この制限は、競技会の 
　　開始から終了まで有効である。 

　　犬の視界を確保するため、長毛犬（頭部）にゴム製のヘアバンドを使用することは許される。ヘアバ 
　　ンドは、主に犬の可視性を改善することを目的とし、装飾とみなされるべきではない。　 
　　→ 犬の毛色に沿ったラッピングペーパーは使用可 

　　グリッターやヘアカラーで犬を装飾することは禁じる。 

　　犬に服を着せることは禁じる。 
　　→ FCI規定での採点が行われるクラスのみ禁じる 

　　ハンドラーが自身の小道具を設置したり撤去したりしない場合、ハンドラーは、リング内に小道具を 
　　設置および/または撤去する助手を帯同する責任を負う。 

　　アリーナに提示されたすべての小道具はルーチンの演技に不可欠でなければならず、犬によって使用 
　　されなければならない。ルーチンの主な焦点は、常に犬に向けられていなければならず、小道具やハ 
　　ンドラーの衣装によって犬の影を薄くするべきではない。 

2 現場の準備と設備  

2.1 競技リングのサイズ 

　　ワールド/セクション・チャンピオンシップ競技会は常に屋内で開催されるべきである。 
　　国際競技会は、主催国が認める場合、屋外で開催することができる。 
　　→ 屋内および屋外で開催することができる 

　　リングの大きさは20m×20mで、印が付けられる。これは、しっかりした「板」または、ロープ、テ 
　　ープ等、何らかの境界でも良い。リングの大きさと配置は、競技会全体を通して一定でなければなら 
　　ない。 
　　→ リングの大きさは20m×15m以上であること 

　　演目は、障害物のない場所で演じられなければならない。また、競技リングは、障害者や移動に制限 
　　のあるハンドラーにもアクセス可能でなければならない。 

3 一般規定、失格、審査票 

3.1 ハンドラーの一般規定 

　　参加者は、常に、審査員、助手および他の参加者に対して礼儀正しくなければならない。競技会前、 
　　競技会中、競技会後の不適切な言動は、失格および/または会場への出入り禁止の対象となりうる。 
　　ハンドラーは、審査員長の許可後、リングに入ることができる。 

  6



3.2 音楽 

　　音楽の長さは4分を超えてはならない。最大時間を超えた場合、減点される。超過時間が15秒を超え 
　　ると、音楽は停止され、競技者は失格となる。 
　　ルーチン中に音楽が停止した場合、競技者はルーチンを最後まで演じる機会を与えられなければなら 
　　ない。不具合の原因が、主催者側が使用している音楽である場合、ハンドラーのバックアップを使用 
　　することができる。審査員は、音楽が止まった時点から採点を続ける。 
　　ルーチン中に音楽が停止した場合、ハンドラーは、ルーチンを最後まで演じず、音楽停止前に演じた 
　　部分のみで審査されることを選択することができる。 
　　技術的な問題の解決に時間がかかりすぎる場合、審査員は、ハンドラーをリングから退出させ、後で 
　　改めて入場するように決定することができる。この場合、審査員は競技者に進行方法を通知する。 

　　音楽が開始されないという問題が発生した場合も、審査員は、ペアを退出させることができる。 
　　ハンドラーは、いつ音楽を開始して良いか、明確に示す。 
　　ルーチンは、音楽が始まると開始し、音楽が終わると終了する。犬とハンドラーのどちらも、ルーチ 
　　ンの最初から最後までリング内にいなければならない。 
　　FCI国際競技会およびFCIワールド/セクション・チャンピオンシップのルーチンは、4分を超えてはな 
　　らない。 

3.3 小道具の準備と撤去 
　 
　　小道具/装飾品の準備および撤去は、合計3分（2×1.5分）以内に行わなければならない。この時間を 
　　超えた場合、失格の対象となりうる。時間は、リングスチュワードによって管理され、遅延は審査員 
　　に通知される。 

3.4 引き綱 

　　リング内の引き綱の使用は認められない。 
　　可能であれば、主催者は、次に演技する犬が単独で準備することができる別の待機場を提供すべきで 
　　ある。 
　　引き綱は、リングに入る前にリングスチュワードに渡される。 
　　→ 会場が屋外等で待機場の安全性が確保できない場合は、リング入場後直ちにリングスチュワードに 
　　　 渡される。同様に退場直前に出口付近でのみリング内で引き綱を付ける事を認める 
　　 
3.5 指示 

　　指示は、声符、ジェスチャーおよび/または体符で与えることができる。犬は常にハンドラーに反応す 
　　るべきである。犬とハンドラーの調和したチームワークがルーチンを通して維持されている限り、サ 
　　インの量は重要ではない。 

3.6 失格 

　　以下の項目に該当する場合、失格の対象となる： 
a. 申請と異なるハンドラーまたは犬が参加している。 
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b.  不正 
c. ドーピング規定を遵守していない。 
d. リング内にフードを持ち込む。 
　→ コンペティションクラスに限り、リング内に食べ物･オモチャ等のご褒美、訓練用具を持ち込ん 
　　 だり与えてはいけない。 
e. 犬が制御不能でリングを離れる。犬が作業継続中に誤ってリング外に出た場合、減点される。 
f. 犬がリング内で排尿したり排便したりした場合。 
g. ハンドラーが明らかにルーチンをトレーニングラウンドに変えた場合 

　　　（音楽は最後まで継続する） 
h. 手荒な扱いは、いかなる形態（口頭もしくは物理的）も容認されない。 
i. 犬が会場やショーのグランドで別の犬や人を攻撃した場合。 
j. リング内で競技中に引き綱を着けている。 
　→ FCI規定での採点が行われるクラスに限る 
k. ダブルハンドリング－リング外からの補助 
l. 犬をコントロールするために接触する。ハンドラーが自ら犬に触ることは許されない。犬から行
うべきである。 
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4 ヒールワーク・トゥー・ミュージック（HTM）とフリースタイル 
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