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平成２１年９月３０日改訂内容 

 

 

 

【新規】出場犬の年齢制限の設置 

      本大会の全てのクラスにおいて、出場犬の参加資格の年齢を１０ヶ月以上とする。 

 

 

【新規】小型犬クラスの新設 

・競技は１分×２ラウンド。 

・出場者の性別、年齢は問わないが参加できる犬種は小型犬のみ。 

・１０チーム募集。 

・参加料３，５００円。 

・競技用のディスクについて、ジャッジが事前に確認し、許可したものであれば、 

 布製のディスクを使用することができる。 

・本クラスの優勝ペアは、優勝に伴うクラス移動の対象外とする。 

 

 

【変更】募集人数の変更 

      ・小型犬クラスの新設に伴い、各クラスの募集人数を下記のように変更する。 

          チャレンジ男性クラス （旧）２５名 → （新）２０名 

          チャレンジ女性クラス （旧）２５名 → （新）２０名 

      ・１１月大会において、フリースタイルを新たに募集する。 

          フリースタイル（１１月大会） （旧）募集無し → （新）６名 

 

 

【追記】ロングディスタンスの無効スロー 

      スローイング時に、ディスクが手から離れる前に犬がファーストラインを超えた 

場合はドッグファールとなり、そのスローは無効となる。 

 

 

 

以上４点を改訂する。 

 

マザー牧場  
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☆募集人数☆ 

クラス名 
募集人数(通常大会) 

※3･4･5･10 月大会 

募集人数(GC 大会) 

※11 月大会 
備 考 

オープンクラス ３０名 ２０名  

レディースクラス １０名 １０名  

ロングディスタンス  ６名  ６名  

チャレンジ男性クラス ２０名 ２０名 チャレンジクラス 

定員総数 ４０名 チャレンジ女性クラス ２０名 ２０名 

小型犬クラス １０名 １０名  

フリースタイル  ６名  ６名  

グランドチャンピオンクラス(GC)  約１５名 有資格者のみ 

 

※参加申込数が定員に満たないクラスが出た場合は、余ったエントリー枠をキャンセル待ちのあるクラ

スへ振り替えます。 

 

 

☆競技内容☆ 

制限時間内に出場犬がディスクを何回どの場所でキャッチできるかを競うものです。一投ごとに得点

制で採点し、合計得点の多いペアが上位となります。競技者がディスクを投げた地点と、出場犬がキ

ャッチした地点との距離が長いほうが高い得点になります。 

※ フリースタイルを除く 

 

【出場する順番について】 

各クラスの出場順は、年齢の低い出場犬から順番となります。同年齢の犬が複数エントリーしている

場合は、その中から抽選により出場順を決定します。 

 

クラス名 競技内容 参加資格 

オープンクラス 

予選１分×２ラウンド 

決勝１分×１ラウンド 

(決勝は上位５ペア) 

女性と小学生以下の選手は得点ごとに０.５点

加算のハンディ有り 

犬種不問 

犬年齢 

１０ヶ月以上 

レディースクラス 

予選１分×２ラウンド 

決勝１分×１ラウンド 

(決勝は上位５ペア 

ただし参加ペア数が１０組に満たない場合

は、上位３ペアが決勝進出) 

女性 

犬種不問 

犬年齢 

１０ヶ月以上 

ロングディスタンス 
１分３０秒内に３スローまで 

女性と小学生以下の選手は７ｍハンディ有り 

犬種不問 

犬年齢 

１０ヶ月以上 

チャレンジ男性クラス １分×２ラウンド 

男性 

犬種不問 

犬年齢 

１０ヶ月以上 
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チャレンジ女性クラス １分×２ラウンド 

女性 

犬種不問 

犬年齢 

１０ヶ月以上 

小型犬クラス １分×２ラウンド 

小型犬のみ 

犬年齢 

１０ヶ月以上 

フリースタイル 
持ち込みＭＤの音楽に合わせ、最大６枚のディ

スクを使って１分３０秒以内で競技する 

犬種不問 

犬年齢 

１０ヶ月以上 

グランドチャンピオンクラス オープンクラスに準じる ※詳細は別項 

 

 

 

 
 

☆タイムスケジュール☆ 

 当日の天候や参加者数により変更する場合があります。参考として下さい。 

   

 【通常大会(3･4･5･10 月大会)】 
 

時  間 内     容 

8：00 ～  8：30 競技受付 

8：45 ～  9：00 開会式、選手ミーティング、スタッフミーティング 

9：00 ～ 11：45 

オープンクラス１Ｒ 

レディースクラス１Ｒ 

チャレンジ男性クラス１Ｒ 

チャレンジ女性クラス１Ｒ 

小型犬クラス１Ｒ 

11：45 ～ 12：45 
オープンクラス２Ｒ 

レディースクラス２Ｒ 

12：45 ～ 13：00 ハーフタイム（休憩） 

13：00 ～ 13：30 ロングディスタンス 

13：30 ～ 14：00 フリースタイル 

14：00 ～ 16：15 

チャレンジ男性クラス２Ｒ 

チャレンジ女性クラス２Ｒ 

小型犬クラス２Ｒ 

レディースクラス＆オープンクラス決勝 

16：30 ～  表彰および閉会式 

 

 

 【グランドチャンピオン大会(11 月大会)】 
 

時  間 内     容 

8：00 ～  8：30 競技受付 

8：45 ～  9：00 開会式、選手ミーティング、スタッフミーティング 
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9：00 ～ 11：30 

オープンクラス１Ｒ 

レディースクラス１Ｒ 

チャレンジ男性クラス１Ｒ 

チャレンジ女性クラス１Ｒ 

小型犬クラス１Ｒ 

11：30 ～ 11：50 グランドチャンピオンクラス１Ｒ 

11：50 ～ 12：30 
オープンクラス２Ｒ 

レディースクラス２Ｒ 

12：30 ～ 12：45 ハーフタイム（休憩） 

12：45 ～ 13：05 グランドチャンピオンクラス２Ｒ 

13：05 ～ 13：30 ロングディスタンス 

13：30 ～ 14：00 フリースタイル 

14：00 ～ 16：30 

チャレンジ男性クラス２Ｒ 

チャレンジ女性クラス２Ｒ 

小型犬クラス２Ｒ 

レディースクラス＆オープンクラス決勝 

グランドチャンピオンクラス決勝 

16：45 ～  表彰および閉会式 

 

 

☆大会前日☆ 

宿泊ご希望の方   マザー牧場のオートキャンプ場をご利用ください。車１台１泊通常料金４,０００円

が特別料金２,０００円でご利用いただけます。 

＜宿泊予約＞ 

マザー牧場 TEL.０４３９－３７－３２１１ 

※ ご予約のときマザーカップ参加者であることをお申し出ください。 

 

 

☆大会当日☆ 

駐車場      山の上駐車場（８：００オープン） 

事前エントリーの方は駐車料金が無料です。 

駐車場係員に大会申込書をご提示ください。 

 

受付             マザー牧場 山の上ゲート横（山の上駐車場内） 

受付時間は８：００～８：３０です。 

参加者には入場券、同伴者には２割引券をお渡ししますのでご利用ください。 

 

キャンセル       前日１７時までにご連絡ください。当日になってやむをえず遅刻やキャンセルの必

要が発生した場合は、８：３０までにご連絡ください。 

＜連絡先＞ 

マザーカップディスクドッグ大会事務局 TEL.０８０－５０５０－８２００ 

 

会場             マザー牧場 みどりのひろば 

会場は当日の天候により変更する場合があります。変更のご案内は当日受付にてい

たします。 

会場横に参加者専用のエリアがあります。持ち込みのタープなどを張ることが可能

です。 

 

表彰             上位入賞者の表彰だけでなく、特別賞などもご用意しています。ぜひ閉会式までご

参加ください。 
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☆参加料☆（税込・競技用ディスク１枚つき） ※当日受付でお支払いください。 

クラス名 参加料 

オープンクラス ４,０００円 

レディースクラス ４,０００円 

ロングディスタンス ３,５００円 

チャレンジ男性クラス ３,５００円 

チャレンジ女性クラス ３,５００円 

小型犬クラス ３,５００円 

フリースタイル ３,５００円 

グランドチャンピオンクラス 

      （有資格者のみ） 
４,０００円 

 

出場申込書を提示していただくことにより、出場者の車輌１台の駐車料と出場者本人の入場料及び同

伴犬の入場料が無料になります（ぼんやり犬クラスを除く）。 

また、有効期間は当日のみとさせていただきます。 

 

大会当日にエントリー枠に空きのある場合に限り、当日参加のお申込ができます（詳しくは下記参照）。 

当日エントリーの出場者は駐車料金をお支払いただきますが、出場者本人の入場料は無料です。 

同伴の方にはマザーカップディスクドッグ大会受付の際、入場２割引券をご用意しておりますので、

お申し出ください。 

 

 

☆お申込方法☆ 

マザー牧場ホームページ http://www.motherfarm.co.jp から 

大会エントリーサイトに入り、「出場申込書」と「ご利用規約」を取得してください。 

インターネット接続や印刷できる環境にない方は、大会事務局にお電話ください。 

「出場申込書」「ご利用規約」を郵送いたします。 

＜ＴＥＬ＞ 

   マザーカップディスクドッグ大会事務局 ０８０－５０５０－８２００ 

 

本書の「規約と同意事項」をよくお読みになったうえで、①から⑤の手順でお申込ください。 

 

①「出場申込書」を記入 

②「ご利用規約」をよく読みサインを記入 

③所定の申込期間内に、「①」「②」を大会事務局にＦＡＸまたはメールする。 

 ※お申込宛先はエントリーサイトをご参照ください。 

④全エントリー確定後、事務局よりＦＡＸ・メールまたは電話のいずれかにて結果をご連絡いたし

ます。その際、ＦＡＸの場合は送信システムの都合上、非通知着信となります。お手数ですがお

申込の際は、ＦＡＸの機能を「非通知受信許可」に設定していただきますようお願いいたします。 

 

【お申込の際のご注意】 

同一ペア(選手と犬が同じ組み合わせのペア)で２クラス以上のお申込があった場合でも、出

場可能枠は１枠のみとなります。 

ただし、ロングディスタンスとフリースタイルについては、他クラスと重複出場が可能です。 

 

http://www.motherfarm.co.jp/
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【募集人数以上のお申込があった場合】 

応募者数が定員をオーバーしたクラスは、抽選により出場ペアを決定します。抽選から外れ

たペアは、キャンセル待ちとなります。キャンセル待ちの順番も抽選により決定します。 

 

⑤大会当日に受付にて参加料をお支払いください。 

※ 大会当日にエントリー枠に空きのある場合に限り、当日参加のお申込ができます（受付

時間８：００～８：３０・参加料に＋５００円）。お申込多数の場合は、抽選により出

場者を決定いたします。 

※ 受付時間内に連絡の取れない方につきましては、出場キャンセルとさせていただく場合

がございます。 

 

 

 

     

 

☆規約と同意事項☆ 

1. 本大会はドッグスポーツの楽しさを広く紹介する事を目的とします。 

  

2. 出場選手（以下選手）及び同伴者は事務局スタッフの指示に従い速やかに行動し、円滑に競技を進め

ていくために協力します。 

 

3. 選手は写真の使用及び取材など、マスコミへの対応については全面協力します。 

 

4. 選手はジャッジの指示に従います。 

 

5. 選手は天候その他の理由により大会が中止になっても異議を申し立てません。 

 

6. 大会出場時、選手及び同伴者は牧場内での事故、けが等の責任を一切問いません。 

 

7. 犬が起こした事故等は、すべて飼い主の責任となります。 

 

8. 選手は自己の犬に関し各病気の予防接種を必ず行い健康管理に充分気をつけます。また大会中、ジャ

ッジが犬の健康状態に異常があると判断した場合は、それに従います。 

 

9. 良識人・愛犬家としてモラルとマナーのある行動をとれない出場者は失格となる場合があります。 

 

以上の内容をよく理解し「出場申込書」にご記入ください。 

 

 

 

 

 

☆大会ルール☆ 

≪共通のルール≫ 

1. 競技は定められたディスクを使用するものとする。 

 【マザーカップ公式ディスク】 

   ①ヒーロー社製であること。 

   ②受付時に参加賞として配られているディスクと重さがほぼ同じであること。 
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   ③参加賞のディスクよりも小さいディスクを使用する場合は、事前にジャッジが確認し、許可

したものであること。 

   ④チャレンジ男女クラスと小型犬クラスに限り、布製のディスクを使用することができる。た

だし事前にジャッジが確認し、許可したものであること。 

2. 競技者を妨害する行為は失格となる場合がある。 

3. 犬の繋留は、指定した場所に限り、フィールドからは１ｍ以上離さなければならない。 

4. 競技中出場犬以外の犬が侵入した場合、申し出により競技をやり直す事ができる。 

5. 出場選手は一般ギャラリーに競技を見せる事を協力する。 

6. 愛犬、他人の犬を問わず虐待があった場合、その競技を終了または失格とする。 

7. 予防注射を済ませていない犬をエントリーすることはできない。 

8. その他、本書の規定にないルールについてはジャッジの判断に委ね、出場選手はこれを受け入れる。 

 

 

 

≪ディスタンス競技≫ 

 使用コート図 

 

1. 競技中のディスク交換は可能とし、交換用ディスクはあらかじめジャッジに渡しておく。 

この場合直前に投げたディスクと交換を行う事を条件とする。 

 2. スタート合図の前に投げられたディスクは無効とする。 

 3. スタート合図と同時に投げられたスローは有効とする。 

 4. 終了合図と同時に投げられたスローは無効とする。 

 5. スタート合図の前に犬がスローイングエリアを出た場合のキャッチは無効とする。犬をファースト

エリアに戻してから得点が発生する。この場合時間は止まらない。 

 6. ファーストラインを踏んでのスローイングは無効とする。 

 7. 各ポイントは上記コート表に明記してある通りとする。ロングディスタンスを除いて１回のスロー

での最高得点は１０得点となる。 

8. フィールド外キャッチは全て無効とする。犬の手足がフィールド外に出ていた場合のキャッチも無

レトリーブポイント 

有効エリア 

（チャレンジ男女クラスのみ） 

スローイングエリア 

≒20ｍ 

▲ファーストライン 
0ｍ 

7ｍ 

14ｍ 

21ｍ 

28ｍ 

35ｍ 

41ｍ 

49ｍ 
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効とする。 

9. 着地した犬の両手足のうち、スローイングエリアに一番近い着地点を採点基準とする。 

10. ディスクが地面に着地した後に犬がキャッチしても０点となる。また、ディスクのスローイング後

犬がキャッチする前に障害物や人に当たった場合も０点となる。 

11. ジャンプキャッチ、フィールドキャッチともに同一得点とする。 

12. ロングディスタンスの競技中、犬の待機エリアはスローイングエリアであり、必ずスローイングエ

リアからのスタートとする。 

13. 犬の脱走により競技が進行できない場合（ジャッジの判断で２０秒経過）はその競技は終了とする。

それまで獲得した得点は有効となる。 

14. オープン、ロングディスタンス、レディースクラスは競技中、選手以外はスローイングエリアに 

入ることができない。 

15. 各順位で同点ペアが出た場合、１位から３位までは順位決定戦を行う。４位以下の同点ペアについ

ては、最終ラウンドの最終獲得点から初獲得点へと順序を逆に追っていき、点差がついた時点での

得点の高い方を上位とする。 

※キャッチのできなかったスローや無効スローは０点の得点と数える。 

※例：同点５位が３ペアいた場合 

 

 

 

 

 

①最終獲得点を見たとき、A・C 選手が３点、B 選手が６点であるため、B 選手

が上位となる。 

②順序を逆に獲得点を追ったとき、次の獲得点は A 選手が０点、C 選手が５点で

あるため、C 選手が上位となる。 

③よって順位は、 ５位…Ｂ選手 

６位…Ｃ選手 

７位…Ａ選手  となる。 

 

16. 大会種目、競技時間及び種目別規定は下記のとおりとする。 

 

①オープンクラス 

・予選競技１分×２ラウンド､上位５ペアが決勝進出。 

・決勝競技１分×１ラウンド。 

・参加資格は犬年齢が１０ヶ月以上であること。犬種及び出場者年令・性別は問わない。 

・出場選手が女性または小学生以下の場合は得点ごとに０.５点加算のハンディキャップが与えら

れる。 

 

②レディースクラス 

・予選競技１分×２ラウンド､上位５ペアが決勝進出。 

・ただし参加ペア数が１０組に満たない場合は、上位３ペアが決勝進出。 

・決勝競技１分×１ラウンド。 

・参加資格は犬年齢が１０ヶ月以上であること。犬種は問わないが、出場選手は女性のみ。また、

マザーカップ競技オープンクラス、レディースクラスにおいて優勝したことのない出場選手が対

象となる。 

 

③ロングディスタンスクラス 

・競技時間１分３０秒内に、３回までスローすることができる。 

・参加資格は犬年齢が１０ヶ月以上であること。犬種及び出場者年令・性別は問わない。 

・出場選手が女性または小学生以下の場合は７ｍのハンディキャップが与えられる。 

・スローイング時に、ディスクが手から離れる前に犬がファーストラインを超えた場合はドッグ

ファールとなり、そのスローは無効となる。 

 

④チャレンジ男女クラス 

選手名 １投目 ２投目 ３投目 ４投目 ５投目 合計 

A 選手 ３ ４ ５ ０ ３ １５ 

B 選手 ０ ５ ０ ４ ６ １５ 

C 選手 ３ ０ ４ ５ ３ １５ 
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・競技は１分×２ラウンド。 

・参加資格は犬年齢が１０ヶ月以上であること。犬種及び出場者年令は問わない。男性は「チャ

レンジ男性クラス」、女性は「チャレンジ女性クラス」への参加に限る。 

・マザーカップ競技のオープン、レディース、チャレンジの各クラスにおいて優勝したことが無

く、また他のディスクドッグ大会においても優勝したことの無い選手が対象となる。 

・このクラスに限り、犬がディスクをキャッチしなくてもディスクをスローイングエリアまで持

ち帰れば１得点（レトリーブポイント）とする。 

※レトリーブポイントは７ｍ以上のスローイングのときのみ有効とする。 

 

⑤小型犬クラス 

・競技は１分×２ラウンド。 

・参加資格は犬年齢が１０ヶ月以上であること。出場者年令・性別は問わないが、犬種は小型犬に

限る。 

 

 

≪フリースタイル競技≫ 

1. エントリー枠は全６チームとする。ただし同一人物で他の犬でのエントリーはできない。 

2. 競技時間は１分３０秒で１ラウンド制とする。 

3. 使用できるディスク枚数は最大６枚とする。 

4. ジャッジについては一般ギャラリーを任意で５名選び簡単なジャッジペーパーの記入を依頼し、以後

集計において一番人気のあったチーム 1 チームを表彰する。 

5. 出場選手・主催者側はジャッジペーパー記入者の審査基準や選考方法に一切の疑問を問わない。 

☆優勝者の次回出場競技クラス☆ 

1. チャレンジ男性クラスの優勝ペアは、次回以降の大会ではオープンクラスに出場する。 

2. チャレンジ女性クラスの優勝ペアは、次回以降の大会ではレディースクラスかオープンクラスに出

場する。 

3. レディースクラスの優勝ペアは、次回以降の大会ではオープンクラスに出場する。 

4. オープンクラスの優勝ペアは、次回以降の大会でもオープンクラスに出場する。 

5. ロングディスタンスと小型犬クラス、及びフリースタイルは、優勝によるクラス移動の対象外とする。 

 

 

☆グランドチャンピオン大会☆ 

今期マザーカップ競技のオープンクラスで入賞(１位～３位)したペアは、今年度の最終大会(１１月)に行

われるグランドチャンピオン大会に出場することができる。 

 

競技詳細及びエントリー用紙は１１月上旬に有資格者にＦＡＸまたはお電話いたします。 

※最終大会のオープンクラス入賞ペアは出場することができません。 

※グランドチャンピオン大会の出場ペアは、今年度の最終大会の他のクラスへの出場はできません。 

※グランドチャンピオン大会出場の有資格ペアで重複が出た場合は、該当ペアが今期オープンクラスで

入賞した回数が２回目以降となる大会において、４位以下のペアが繰り上がっての出場権獲得となり

ます。 

 

 

☆大会マナー☆ 

・愛犬の飲み水はご自分でご用意ください。 

・ゴミやフンは必ずお持ち帰りください。 

・競技以外の時間は、犬に必ずリードをお付けください。 

・牧場内のお客様に迷惑を掛けないよう心がけてください。 

 

 

以上 


