
絣ゝ幌高知中央アジリティークラブ
彬鰈颯隋アジリティ―競技会
2016年 3月 26日 (土曜日)高知市東部総合運動公園多目的広場
受付時間 午肯t7時 00分～11前 8時00分 競技時間 午前8時 00分～(り‖始予定 )

※受付時間及び競技開始時間にご注意ください
※審査、出場順は 出陳 目録記載番号順を原貝レ します。(時間制限を設けますので審査進行にご協力下さい。)また 発情大は、
各クラスの最後に競技していただきますので 受付時に中告してください.

審 査 員 長 稲川秀哉

チーフスチュワート 人庭俊幸

]出陳等

申込開始 日2016年 2月 22日 (月 )

申込締切 日2016年 3月 7日 〈月)

審 査 員 宗平博士

※当日及びファックスでの申し込みは致しません。
2004年 1月 1日 以降の競技会よリ ジャンピングとアジリティ

ーがセットでの申込みとなっております。ジャンピング アジ

リティーそれぞれ単独での申込みは出来ません.

実 施 要 領

1次のチャンピオン登録犬は、 1度には出陳できません .

①IXCア ジリティーチャンピオン

②JKC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リティーチャンピオン

2伝染病 皮膚病等健康上の危惧がある犬、咬癖大は出陳するこ

とはできません.

1出陳犬は本会会長が所有する次の各競技の該当年齢に達した 3発情した犬の出陳はできませんが 当分の間 当該クラスの最

本会登録犬 (ウ ェイティングリスト登録犬を含む)に限ります。 後に競技する事とします.

個人競技 1度  2度  3度   生後 18カ月 1日 以上   2審 査と進行

アトラクション         生後 12カ月 1日 以上    1全 ての競技は、アジリティー競技会規程に基づいて審査します.

【出陳区分早見表】                     2各 カテゴリーはスモール (体高 35cm未満の犬)・ ミディアム

2ク ラブ会員が所有する本会非公認犬種・本会非公認団体登録

犬 交雑犬は アトラクションのみの出陳とし 特別クラスは

設けないことにします。

3(2度への出陳条件〉

①2003年 1月 1日 から 1度のアシリティー競技を減点無く標

準タイム内で 3回完走した犬.

×0■陳条件となる完走回数には、2002年 1月 1日 移行に開催

された競技会の成績も含むことができます

(体高 35cm以
「

43cn未 満の大)ラージ (体高 43cm以 上の犬)

に分けて行います.

3競技用コース及び敷地内での練習はできません.

4競技開始前のコースの検分は、指導手のみとし 犬を連れて

のコース検分はできません

5各クラスの開始時間に遅れると失格となりますので ご注意

下さい.

3指導手規定

1本会のクラブ会員

2本会クラブ会員の家族 (同居の血縁者)こ の場合の出陳犬は

その家族名議の所有犬に限ります。

アトラクション
2015年 3月 25日及びそれ以菫の生まれ

生● 12夕 月 1日以上

2014年 9月 24日及びそれ,面の生まれ

生● 18ヶ月 1日以上

競技会申込所

〒780Ⅲ0003高知県高知市七ツ渕850
ドッグカフェ プラッツ (り |1上 榮子方)II1 08)845Ⅱ 0118

■後援/一般社団法人ジャバンケネルクラブ(IKC)/JKC四 国プロック訓1練士協議会/JKC高知県クラブ連合会



4出陳料金

1度・2度 3度 1種 Flに付 ・ ¨¨¨・■Ollo円

アトラクシン の部 1頭に付¨ ・̈・¨¨■ooo円

5申込方法

rrr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中込 ドさい.

※アツリティー競技及びジャンピング競技の指導手は同一指導手と

します.

6重複出陳

出陳犬は、アトラクションに重複して出陳することができます。

ただし、アトラクション (ビギーナークラス)には 2度・3度クラス

の大は出陳することができません。

7入贅

各競技各カテゴリーの1席～5席迄を入賞とし、ロゼットを付軋 ま九

同点の場合 1/10o秒のタイムで順位を決めます。タィムも同じ場合

は、年齢の若い大を上位とします。

ヽ競技″ ス

●個人競技 1度・2度・3度

●ビギーナークラス1(ア トラクションとして)組付き可

●ビギーナークラス2(アトラクションとして)

0ビギーナークラス3(アトラクションとして)AG2レベル
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実 施 要 領

10ア ジリティーチ ャンピオ ン (AC CI)並びにグラン ドアジリ

テ イーチャンピオ ン (G AC CH)登録制度

1 アジリティー競技 2度のクラス (ス モール ミディアム ラージ)

で 競技滅点が 0点の出陳犬にアジリティーチャンピオン (AC CH)

ポイントが付与されます

FCIイ ンターナショナルアジリティー競技大会 10Pプロックァシリティ

ー競技会 7P ST連合会アジリティー競技会 7Pク ラフアジリティー菫

螢会 5P

2 アシリティーチャンピオン (lG CI)資権の取得と登録.

①アジリティーチャンピオンポイント (AC CI P)を 20ポ ィント以上

取骨した大に与えられます

②AC CI取 得に際しては cD Π以上 (lD IPo BIを 含む)の訓練試験

贅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 (0 1C CD資 機の取得と登録

OC AG CHの資格条件は AC CI Pを 60ポ ィント以上有する人に与え

られま丸 ただし、lG研 の,録を期間内に申請している事が条件となりま丸

② 反に 21ポイントで アジリティーチャンピオンの登録を行った場

合 残り,6ボイントでグランドアジリティーチャンピオンの資格条■が与

えられま丸

4 AC CIま たは Cヽ C cH登 録資格を満たした人の所有者には 贅格条

件確副通知を送付します.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 さヽい 登録料は AC CIが 3400円 、G AC 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

詢 こAFt CHまたG tc10称 号わ口宇され その名な0泳久に記録されます

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

ィーチャンピオンの登録に燎しては 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.

X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。

参加 ヒの注意事項

①本競技大会のお弁当の配市はございません。

②車両は指定された駐車場の駐車位置に駐車して下さい。

0-般利用客に迷惑を掛けない様に配慮して下さい.

④リンク以外では必ず大に紐をつけて通行して下さい

⑤職申諄欧
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