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   🐾　あおぞら＠ドッグサークルについて　🐾  

あおぞらドッグダンス大会主催の「あおぞら＠ドッグサークル」は、愛犬と飼い主が一緒
に楽しめるイベントを企画・開催するサークルです。色々なドッグスクールや団体とも協
力しながら愛犬達が笑顔になれる場所を提供していきたいと思います。 
現在、以下３つのドッグトレーニングスクールがこのサークルを運営しています。 
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    🐾　あおぞらドッグダンス大会のモットー　🐾  

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。 
犬に優しく、飼い主さんと一緒に楽しむ事を一番に考え、様々なレベルの方が気軽に参加
できる大会を作っていきたいと考えます。 
 

(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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(3) 競技規定  
　１. リングサイズは10ｍ×15ｍ以上とする。  

　２. 申し込み後のハンドラー変更は出来ない。  

    3. 1回の競技会において同じ犬が同じクラスに2回エントリーすることはできない。 

　　 ただしグループでのエントリーは１回に限り同じクラスと換算しない。 

    4. 審査員の判定に抗議はできない。 

    5. 犬がリングから脱走したり、作業を中断した場合は失格となるが、音楽がかかっている間は演技を続 

        けることができる。 

    6. 演技中の途中棄権は認められる。ハンドラーはその意思をジャッジに分かりやすく伝える事。 

    7. 小道具は単に装飾用ではなく演技に組み込まれていれば使用することができる。 

    8. リング内に小道具を設置するのに助けが必要な場合は、ハンドラーの責任において助手を連れてくる 

        こと。 

　9. リングに入ってから演技開始までの１分間を馴致時間とする。 

(4) 音楽について  
　１. 使用する音楽は4分以内とする。 

　２. ルーティンは音楽が始まってから始まり、音楽が終わったところで終わること。 

　３. 音楽が鳴りやんだ後の動作については採点されない。 

　４. 事前に申告した音楽（曲名、曲の長さ）を使用すること。 

　５. 音楽とルーティンは公序良俗に反しない内容であること。 

　６. 音楽が演技中に止まってしまった場合、続きから再開する機会が与えられる。 

　 

(5) 禁止事項 
　1. 競技施設内でチョークチェーンやスパイクカラーなどの強制器具の一切の着用を禁止する。 

　2. カラー（首輪）を2重に着けることは禁止とする。 

　3. 犬の動きを阻害する衣装を着用することは禁止とする。 

　4. 犬にとって不自然な動き、有害なムーブは禁止とする。 

　5. 犬の染毛は禁止とする。 

　6. 音のなるオモチャのリングへの持ち込みを禁止する。 

　7. 他者の演技中に故意に音のなるオモチャを鳴らしたり自分の犬を吠えさせる事を禁止する。 

　 
(6) 失格事項  

  以下の場合は失格とする。 
   1. リング内にて犬が排便、排尿をした場合。 
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   2. リング内にて犬が制御不能になり、ジャッジにより演技を続けることが困難と判断された場合 

   3. ルーティン終了前に犬がリングから退場してしまった場合。 

   4. 犬が会場内、又は競技場にて人や他の犬を攻撃した場合。 

   5. シーズン犬（発情期）であった場合。 

   6. 他の選手や犬の演技を著しく妨害した場合。 

   7. ハンドラーが犬を掴むなど故意に身体的な強制をしたり 犬への暴力行為が認められた場合。 

   8. その他、禁止事項に違反した場合。  

(7) 減点事項  
    採点の行われるクラスではP7採点票の減点項目に基づき減点とする。それ以外では以下の事象も減点対 
　象となる一例である。 
  １. 犬が作業継続中に謝ってリング外に出た場合。  

  ２. 音楽が制限時間を超過した場合。0.2点／秒の減点。 

  ３. 小道具の不適切な使用（犬を脅したり圧力をかける、犬のご褒美になっている）は減点される 

　　 犬を褒めるために小道具を使用した場合、最大15点まで減点できる。 

(8) ジャッジの資格  
    ジャッジは以下の条件を満たしていること。 
    １. ジャッジはこのスポーツについて可能な限りの実践的な経験と充分な知識を持ち、ルールを 

         熟知していること  

    ２. ジャッジは過去2年の間に公式競技会に参加していること。  

    ３. 主催者が実施するジャッジング勉強会に出席すること。  

(9) ルーティンのカテゴリ  

【FREESTYLE 】フリースタイル 
　１. 特定の動きなどを組み込まなければいけないという条件は無い。但し、フリースタイルの演技だとい 
         うことがジャッジに明白になるようにヒールワークはルーティン全体の25％以内に抑えること。  
　　　（ヒールワークの条件は以下HTM欄参照） 

【HEELWORK TO MUSIC （ HTM ）】 ヒールワークトゥミュージック 
　１. ルーティンの最低75％はヒールワークで構成されていること。 

        (ルーティンの25％以内であれば、その他のムーブやトリックを用いることができる)  

　２. ヒールワーク以外の動きも犬は常にハンドラーから2ｍ以内にいること。 

　　　2ｍ以内にいれば動きに制限はない。  

　３. 下記図の10ポジションがHTMではHeelwork“ヒールワーク”としてみなされ、動きの中でその 

　　  位置を保つこと。  
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　4. Heelwork“ヒールワーク”中の注意事項  

　① 犬は飛んだり、跳ねたりしてはいけない。  

　② 犬の体は真っ直ぐ、そしてハンドラーと平行な位置であること。  

　③ 犬はヒールワーク中に横にずれてはいけないが、横に動いていくムーブ(サイドステップ)は 

　　例外とする。  

　④ 犬は全てのポジションにおいてハンドラーと常に同じ距離を保つこと。  

　⑤ 犬はハンドラーと同じ方向に動くこと。  

　⑥ 犬はハンドラーのペースに従うこと。  

(10) 合計得点が同点の場合  
※採点方法については次項(11)参照 

１. FREESTYLE 
　「音楽と演出」の得点の高い方を勝者とする。 
     それも同点の場合は「表現と正確さ」の得点が高い方を勝者とする。 

２. HEELWORK TO MUSIC 
　「表現と正確さ」の得点が高い方を勝者とする。 
      それも同点だった場合は「難易度と内容」の得点が高い方を勝者とする。 
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ヒールワーク　10ポジション

※ ⑨、⑩は股の間に入る



(11) 採点方法 　　　　　　　　　　　　※以下の①～④の合計得点(最高30点)から採点する。 

① 表現 , Presentation　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【最高得点:9点】

■ 協力（犬はハンドラーに興味を持ち続けているか、ハンドラーは犬をフォローできているか）

■ 流れ（ルーティンの流れが途切れず、簡単なもののように見せる事ができたか）

■ 応答性（犬は指示に躊躇なく反応しているか）

■ コマンド/指示（目立たない、自然な振り付けとして指示だったか）

■ 当日の表現（犬がよくコントロールされ、はっきりと分かるミスがなかったか）

■ 動作の正しい履行（犬が小道具を落としたり、床で滑ったり、動作を履行できなかったか）

減点対象：過度の吠え

②  内容, Content　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   【最高得点:9点】 

■ 犬への焦点（ハンドラーは犬の影を薄くしていないか）

■ ルーティンの構成（明確な構成がよく考えられている、犬の長い静止ポーズは推奨されない）

■ リング使用域のバランス（リングを異なるパターンでムラなく使用している）

■ リングの広範囲の使用（犬のサイズによる）

■ ルーティンを興味深くし、しかも詰め込み過ぎない動作量のバランス（異なる動作をバランスよく）

■ 動作の多様性（幅広い異なる動作で構成されているか）

■ 個々の動作の難易度（動作は犬のレベルにあっているのか、シンプルすぎるか）

■ 動作間の移行・つなぎ（バラバラな動作の連続でないか）

減点対象：フリースタイルの動作またはヒールワークの正しい量、音楽が長すぎる、犬に衣装を着せる、小道具を
ほとんど使用しない、および/または使用しない小道具がある、犬が小道具で遊ぶ。

③ 芸術的解釈 , Artistic Interpretation                                              　　　　　　　【最高得点:9点】

■ 構想の可視化（テーマが観客に明白で構想がよみとれるか。ストーリー、衣装、小道具があっているか）

■ 音楽が犬のペースと動作パターンにあっているか（犬にとって早すぎる、遅すぎる、無理な動きか）

■ 区切り／切替わり（音楽の表記、楽曲の明白な抑揚を強調しているか）

■ 適切なハンドラーの動作。ハンドラーの動作は犬のパフォーマンスを高めるべきである

■ ルーチンは音楽の感情を反映しているか（悲しい、楽しい、などの音楽の感情にあったパフォーマンスか）

■ 音楽の適切な使用（全体的にまとまっているか）

減点対象：テーマに関連性のない小道具、ファミリー・オーディエンスに適さないルーティン

④ 動物福祉, Animal welfare                                              　　                  　　　　【最高得点:3点】
■ ルーチンは、犬の質（犬種、性格、身体能力、精神能力等）を強調しているか

■ 犬の健康と安全（危険に見える作業があるか）

■ パートナーシップ（手荒い扱いがないか、犬もハンドラーも楽しんでいるか）

減点対象：不適切な扱い、配慮に欠ける小道具の使用。
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