
第34回2021ＦＣＩインターナショナルアジリティー競技大会
（理事長賞／CACIAG.付与）

　主　　催：一般社団法人　ジャパン ケネル クラブ
　後　　援：ＦＣＩ（国際畜犬連盟）
　協　　賛：　　　　ロイヤルカナンジャポン合同会社
　　　　　　　　中央ケネル事業協同組合連合会

開　催　日：6月5日（土）
	 6日（日）
審　査　員　長

審　　査　　員

チーフスチュワード

会　　　　　場

：インガ・ヤルヴ〈エストニア〉※新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、来日出来ない可能性があります。

：稲川　秀哉 ／ 須山　雄次
：田丸　大路 ／ 山下　憲治
：埼玉県比企郡・吉見総合運動公園

受　　付　午前7時（～午前８時00分迄）
競技開始　午前８時（予定）

＜競技クラス・競技日＞ 
個人競技１度
チ ー ム 競 技
個人競技２度
個人競技３度

⎫
⎬
⎭

５日（土）

６日（日）
⎫
⎬
⎭

出　陳　料　個人競技‥‥１頭	 10,000円
　　　　　　チーム競技‥‥１チーム	 18,000円

申込開始日　４月	 ５日（月）
申込締切日　４月２３日（金）本部郵便必着

申　込　所　	〒101-8552　東京都千代田区神田須田町１－５
　　　　　　	一般社団法人ジャパンケネルクラブ　事業部技術事業課 （☎ダイヤルイン 03-3251-1656）

※競技は各カテゴリー毎に行われます。
※チーム競技は２度以上の犬で編成してください。
※ 出陳目録には、当該犬のデータの他に所有者名並びに所在地（都道府県・市区）が掲載されます。
※�オンラインで成績を発表する場合には、犬名・指導手名・競技タイム及び減点・指導手名が掲載されます。

本大会における個人競技３度に出陳する本会登録犬（ウェイティングリスト登録犬を含む）は、本会への個体
識別（マイクロチップまたはタトゥー）登録（血統証明書への記載）が義務付けとなります。個体識別登録が
お済みでない所有者の方は、本大会出陳申込締切日までに本会へ登録を行ってください。

※ 申込締切日（消印無効）、競技大会当日会場での申込及びＦＡＸでの
受付はいたしません。

出陳料は現金書留または郵便振替にてご送金ください。
※ 郵便振替をご利用の場合は、郵便局に備え付けの振込用紙で、備考欄に「アジリティー競技大会出陳料」と

ご記入の上、下記口座へお振込下さい。なお、恐れ入りますが、その際の振込手数料はご負担下さい。申込書
は普通郵便等で別途ご郵送ください。

◎郵便振替口座：口座記号00120-4　口座番号143550　加入者名　一般社団法人ジャパンケネルクラブ

出陳料の送金方法について

今後の新型コロナウイルス
感染症の発生状況によっ
ては、開催を中止する可能
性がありますので、あらか
じめご承知おきください。
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出陳資格
●本会会員が所有する生後18カ月1日以上（2019年

12月4日及びそれ以前に生まれた犬）の本会登録犬
（ウェイティングリスト登録犬を含む）及び本会の非公
認犬種・本会の非公認団体登録犬・交雑犬となります。

　ただし、ウェイティングリスト登録犬及び本会の非公認犬
種・本会の非公認団体登録犬・交雑犬は、アジリティーチャ
ンピオン資格犬にはなりませんので、アジリティーチャンピ
オン（ＡＧ.ＣＨ）ポイントカードは付与されません。

●本会の非公認犬種・本会の非公認団体登録犬・交雑犬
は、申込締切日までにマイクロチップ装着又はタトゥー
を実施し、アジリティー競技会出陳登録をしているこ
とが条件となります（アジリティー競技会出陳登録申
請は、JKC本部にご申請ください。詳細は、本会ＨＰ
にてご確認ください(https://www.jkc.or.jp/))。

　競技会申込書には、出陳登録証に記載された登録番
号をご記入ください。

　本会の非公認犬種につきましては、目録上「交雑犬」
の表記になります。

●本大会における個人競技３度に出陳する本会登録犬
（ウェイティングリスト登録犬を含む）は、ジャパンケ
ネルクラブへ個体識別登録（マイクロチップ、またはタ
トゥー）が必要となります。
①マイクロチップの登録は、登録申請書に必要書類及び

登録料金を添付の上、所属クラブまたはJKC犬籍部
登録課宛に申請してください。

②登録料金は、１，１００円になります（登録犬用首輪タグ
付の場合１，４００円）。

③申請書は犬籍部登録課までご請求（ＴＥＬ03-3251-
1653）、または本会HPにてダウンロードしてください。

●本会国内公認団体の登録犬につきましては、事前に単
犬登録が完了したもののみとなります。よって、単犬登
録同時の出陳申込はできません。

●ＦＣＩ加盟団体登録犬につきましては、本大会及びＦＣＩ
東日本・西日本インターナショナルアジリティー競技大
会に限り、単犬登録及び所有者のクラブ入会をするこ
となく出陳申込が可能となります。

　お申込みの際に、ＦＣＩ加盟団体の血統証明書及びアジ
リティー手帳のコピーを添付してください。

●伝染病・皮膚病など健康上の危惧のある犬、並びに咬
癖犬・妊娠犬は出場できません。発情した犬は、出陳す
ることはできませんが、当分の間、当該クラスの最後に出
走して頂きます。

出陳条件
①２度への出陳条件
　申込締切日までに１度のアジリティー競技を減点なく

標準タイム内で３回完走した犬。
②３度への出陳条件
　申込締切日までに２度のアジリティー競技を減点なく

標準タイム内で３回完走した犬。
③アジリティーチャンピオン犬は、１度のクラスには出陳でき

ません。

指導手
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義の所有犬に限ります。
（本会の公認訓練士の助手であってもクラブ会員資格は
必要です）

重複出陳
●個人競技２度・３度出陳犬はチーム競技にも出陳ができ

ます。

審査と進行
●日程は下記の通りとなります。
　６月５日（土）１度・チーム競技
　　　６日（日）２度・３度
●各クラスは出陳犬の体高により次の３つのカテゴリーに分

けて行います。
⑴スモール 体高35㎝未満
⑵ミディアム 体高35㎝以上43cm未満
⑶ラージ 体高43cm以上

●チーム競技は以下の通りとします。
①出陳犬は３頭１チームとなります。（２度以上の犬で編成

してください。）申込書の①②③の記入欄には、出走順
ごとにご記入ください。

②１チーム内の指導手は２～３名で編成してください。
③指導手は１カテゴリー内で１チームのみのエントリーとし

ます。
　※３つの各カテゴリーにエントリーすることはできます。
④補欠犬は１頭のみ用意することができます。
⑤コースは３度レベルとなります。
⑥成績は、ＡＧ競技・ＪＰ競技の総合成績とします。
⑦申込書に記入された順番での出走となります。
⑧申込締切日において各カテゴリー２チーム以上の申し込

みがない場合、当該カテゴリーのチーム競技は中止とな
ります。

●会場リング内での練習はできません。
●競技開始前に、指導手によるコース検分を行います。な

お、犬を連れてのコース検分はできません。
※出陳頭数が多い場合、指導手のコース検分は数組に

分けて行います。
●競技は、出陳番号通りに行います。各クラスの開始時

間に遅れると失格となる場合がありますので、ご注意く
ださい。

特別表彰
●理事長賞は次の２頭に授与されます。

①個人アジリティー競技３度の各カテゴリー（スモール・ミ
ディアム・ラージ）１席犬の内から１頭

②①以外の全ての競技の各カテゴリー１席犬の内から 
１頭

※対象犬は減点なしの犬とします。

入　　賞
①各競技各カテゴリーの１席～10席迄を入賞とし、ロゼット

を付与します。
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※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。
②チーム競技総合成績の１席～５席までを入賞とし、ロゼッ

トを付与します。

記 念 品
①全ての出陳犬に記念品を付与します。
②チーム競技は１チームにつき3個となります。

アジリティーチャンピオン（AG.CH）及び
グランドアジリティーチャンピオン（G.AG.
CH）登録制度
⑴２度及び３度のアジリティー競技のクラス（Ｓ／Ｍ／Ｌ）で、

減点合計（タイム減点＋サーキット減点）が０点の出陳犬
にアジリティーチャンピオンポイントが付与されます。

⑵アジリティーチャンピオン（以下 AG.CH）について
①アジリティーチャンピオンポイントを20ポイント以上有する

犬に与えられます。
②訓練試験資格の受験と登録が必要になります（ＣＤⅡ、 

ＧＤⅠ、ＩＧＰⅠ、ＢＨのいずれか）。
③ＤＮＡ登録がされていなければなりません。
④AG.CHの資格条件を満たした場合、本会は速やかに

当該犬の所有者に通知します。当該犬の所有者は、通
知の到着日から３カ月以内に登録を完了してください。

⑶グランドアジリティーチャンピオン（以下 G.AG.CH）につ
いて
①G.AG.CHの資格条件は、アジリティーチャンピオンポイン

トを60ポイント以上有する犬に与えられます。
②AG.CHの登録を期限内に登録していることが条件とな

ります。
 

ＦＣＩインターナショナルアジリティー
チャンピオン（C.I.AG）登録制度
⑴キャシアグ（以下 CACIAG）について

①ＦＣＩインターナショナルアジリティー競技大会の３度のア
ジリティー１席犬で減点なしの場合には、CACIAGが付
与されます。

②①の該当犬がインターナショナルアジリティーチャンピオ
ンの資格条件を達成している場合、次席犬にリザーブ
キャシアグ（以下R.CACIAG）が付与されます。

③ウェイティングリスト登録犬及び本会の非公認犬種・本
会の非 公 認 団 体 登 録 犬・交 雑 犬に交 付された
CACIAGは、無効となります。

④CACIAG及びR.CACIAGは当日仮証を発行し、後日
FCIによって承認されたものは本証が発行されます。

⑵ＦＣＩインターナショナルアジリティーチャンピオン（以下 
C.I.AG）について
①異なる審査員が発行した２枚のCACIAGを有する犬

に与えられます。
　ただし、最終のCACIAG取得日は、最初の取得日から 

１年１日以上の期間を経ていなければなりません。
②訓練試験資格の受験と登録が必要になります（ＣＤⅡ、 

ＧＤⅠ、ＩＧＰⅠ、ＢＨのいずれか）。
③ＤＮＡ登録がされていなければなりません。

④C.I.AGの登録には、ＦＣＩインターナショナルビューティー
チャンピオンの資格を取得しているか、ＦＣＩ展（ドッグ
ショー）でグッド以上の評価が必要となります。該当犬に
ついては、席次外であっても評価することとします。

⑤C.I.AGの資格条件を満たした場合、本会は速やかに
当該犬の所有者に通知します。

　当該犬の所有者は、通知の到着日から３カ月以内に登
録を完了しなければなりません。

会場のご利用上の諸注意
●会場内で犬を連れる際は必ずリードの装着をしてくだ

さい。
●会場にはご使用されているアジリティー用具を持ち込

まないようにしてください。
●競技会場内の火器類及び電気器具（電気コンロ、ドラ

イヤー、電気ストーブ等）の使用、並びに駐車場内での
火器類（コンロ、バーベキュー等）の使用を禁じます。

●競技会場並びに駐車場でのテント・タープ類の設置によ
る場所取り行為を禁止いたします。大会関係者より指導
があった場合は速やかに従ってください。

●会場内（駐車場を含む）での飲酒並びに、指定区域外
での喫煙はおやめください。

●飲食物等を会場に破棄することのないようにしてください。
●ゴミ等の後始末は各自の責任において必ず行い、そのま

ま駐車場等に放置しないようにお願いします。
●万一、犬が会場内で排泄してしまった場合、その場で

始末してください。
●会場の駐車場は、閉門されております。開門待ちの駐

車は近隣の迷惑となりますので、ご遠慮ください。
●会場内における事故の責任は、一切所有者といたしま

す。
①駐車場での事故及びトラブル。
②出陳犬等の怪我。
※会場には獣医師を用意しておりますが、治療費用は本

人負担とします。
※各規定は一部変更する事があります。規定されていな

い部分は審査員長が決定します。
※出陳頭数によって、競技クラスの日程が変更する場合

がありますのでご了承ください。

新型コロナ感染防止対策に関する事項

＜感染予防及び健康管理＞
競技大会開催前から毎日検温し、高熱・息苦しさ（呼吸
困難）・強いだるさ（倦怠感）等を認める場合は、参加
しないようにしてください。

＜参加時のお願い＞
原則としてマスクを着用してください。
人と人との距離を一定以上（少なくとも１ｍ、できれば
２ｍ）とってください。
大声での声援等は避けてください。
握手・ハグ・ハイタッチ等の身体的接触は避けてください。
手指の消毒にご協力ください。
咳エチケットにご協力ください。

2021030467-ジャパンケネル-34回FCIアジリティー大会02.indd   32021030467-ジャパンケネル-34回FCIアジリティー大会02.indd   3 2021/03/22   17:16:302021/03/22   17:16:30


