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2012.11.24（SAT）／神戸総合運動公園
アジリティ
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●球技場
●水上ステージ
●水上ステージ前広場

フリスビードッグ

犬達の障害物競走。 トンネルやスラロームなど
を飼い主の指示によりクリアしていきます。
犬達の能力もさることながら、人間とのコンビネー
ションも重要となります。

人間が投げたディスクを犬がキャッチして持って
帰る競技。基本的には、規定時間内に何回キャッチ
して戻って来られるかがポイントとなり、人間側
の技術も問われます。

●生後 9 ヶ月以上のワンちゃん
が対象です

●生後 6 ヶ月以上のワンちゃん
が対象です

【開催協力】
・NPO法人犬の総合教育社会
化推進機構（OPDES）

【開催協力】
・日本フリスビードッグ協会
兵庫支部

初心者限定！ドッグスポーツ大会
『球技場』
では、
愛犬と一緒に楽しめるドッグスポーツを
一同に集め､ビギナーを対象にした大会を開催します。
※この大会は、
実際に参加･体験していただくことを目的とし、
『
初心者』
または『未経験者』を対象に開催します。

ギグレース

カニクロス

ギグレースは、基本的には犬が自転車を引いて走
りますが、人間は自転車を押して走ってもOK。
50ｍ･100ｍの２クラス開催で、小型犬や老犬も
自身の状態に合わせて楽しめるのも魅力です。

決められたコースを犬と共に駆け抜け、タイムを
競う、 いわば、 人と犬の“かけっこ”競技です。
50ｍ･100ｍの２クラス開催ですので、 犬種を問
わず、 どなたでも楽しんで頂けます。

●生後10 ヶ月以上のワンちゃん
が対象です

● 生後 8 ヶ月以上のワンちゃん
が対象です

【開催協力】
・ギグレース協会

【開催協力】
・ギグレース協会

ケーナインフリースタイル
ケー
ナインフリースタイル
人と犬が音楽に合わせて踊る競技。人間のダンス
競技と同様、大掛かりな装備がいらず、どこでも
楽しめ、花のある競技。 芸術性も問われます。
●この競技に限り､水上ステージ
で開催。
●生後 6 ヶ月以上のワンちゃん
が対象です
【開催協力】
・Dogs Life
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『水上ステージ』
では、
各参加協力団体の活動紹介やデモ
ンストレーション、
ミュージックライブを開催。
また、
水上ス
テージ前広場には、販売コーナー・食べ物などの屋台が
村が出現！ゆっくりとお楽しみください。

ペットの健康･飼育相談
13:00～15:00 協力：（社）神戸市獣医師会／愛玩動物飼養管理士
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（一部予定）

■ 賞品提供

公益社団法人
神戸市動物愛護協会
ネスレ日本株式会社 ネスレピュリナ ペットケア
近畿環境事務所／兵庫県／神戸市／兵庫県教育委員
会／神戸市教育委員会／（公社）日本獣医師会／（社）兵
庫県獣医師会／（公社）神戸市獣医師会／（財）日本動物
愛護協会／（公社）日本動物福祉協会／（公社）日本動物病
院福祉協会／（公社）日本愛玩動物協会
ネスレ日本株式会社 ネスレピュリナ ペットケア／
flexi Bogdahn International GmbH&Co KG／
㈱セラヴィリゾート泉郷／DOG PAPA／㈱ロゴスコー
ポレーション／㈱サン・クロレラ／P･ポール㈱ 他

■ 開催協力

神戸市動物管理センター／（公社）日本動物福祉協会CCクロ
／（公社）神戸市獣医師会／（社福）日本介助犬協会／（一社）日
本障害者乗馬協会（明石乗馬協会）／日本フリスビードッグ
協会／NPO法人犬の総合教育社会化推進機構（OPDES）
／ギグレース協会／Dogs Life／徳田建／GON & B作（一
部予定）

■ 出店協力

ボードファクトリー／㈱サン･クロレラ／NPO法人おーけすと
ら･ぴっと就労継続支援（B型）事業所 Patch／大辞典.com
／VIGORE（ヴィゴーレ）／フランス地方料理MOMOKA／
前田･岩本GK／P･ポール㈱／革首輪工房 with Dogs／
d-ma&co／Quilt Cafed／DOG PAPA／㈱雅 プチアンフ
ァン／Dog Colony／Gu Dog／～地球のLink～ 生きづら
さを抱えた子どもたちとその家族、そしてみんなの情緒
（心）の成長発達を考える会 （一部予定）

2000年に発足したKnots（ノッツ）の啓発活動の総称として親しまれて
来た「りぶ・らぶ・あにまるず」から、
この度、
Knotsの新たな活動を象徴す
るキャラクター「Live Love OHANA（リブ・ラブ・オハナ）」が誕生しまし
た。
りぶ・らぶ・あにまるず フェスティバル「ずっと一緒に居ようよ」プロジ
ェクトを一緒に支えてくれます。
「ずっと一緒に、
ずっと家族で」。
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プログラム（変更になる場合がございます）
9:00

開催競技
●アジリティ

受付開始（事前予約の方）

※定員に満たない場合、キャンセル等あった場合に限り、当日受付を行います。

●球技場
10:00
10:40
12:10
13:40
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開会式、りぶ・らぶエクササイズ
デモンストレーション（フリスビードッグ・アジリティ）
フリスビー、アジリティ競技開始
アジリティ競技終了
ギグレース、カニクロス競技開始
競技終了

・生後９ヶ月以上のワンちゃんからご参加頂けます。
・開催協力：NPO法人犬の総合教育社会化推進機構（OPDES）
ノービス1（通常ルール）
初跳びビギナー
（アジリティ初挑戦の方対象）

① ミニクラス（体高40cm以下）
② スタンダードクラス
③ ミニクラス（体高40cm以下）
④ スタンダードクラス

定員

各30チーム

犬達の障害物競走。 トンネルやハードルなどを飼い主の指示によりクリアしていき
ます。 犬達の能力もさることながら、人間とのコンビネーションも重要です。

●水上ステージ前広場
11:30
11:50
12:10
12:30

●フリスビードッグ

サービスドッグ デモンストレーション
盲導犬 デモンストレーション
介助犬 デモンストレーション
神戸市/CCクロ デモンストレーション

・生後６ヶ月以上のワンちゃんからご参加頂けます。
・開催協力：日本フリスビードッグ協会 兵庫支部
定員
⑤ ビギナー大会（フリスビーのみ使用）
⑥ レトリーブ大会（フリスビーをはじめボールやおもちゃでの参加も可能） 各30チーム

●水上ステージ
13:00 ミュージックライブ
13:45 ケーナインフリースタイル 競技開始
（フリスビー、アジリティ、ギグレース競技終了後に開催）
14:30 ケーナインフリースタイル 競技終了
14:35 りぶ・らぶ・あにまるず賞表彰式
14:55 ケーナインフリースタイル デモンストレーション
15:10 競技表彰式、じゃんけん大会
16:00 終了
…………………………………………………………………………………

●展示及び相談コーナー
○神戸市収容犬譲渡についての紹介コーナー
【協力】 神戸市保健福祉局健康部生活衛生課、神戸市動物管理センター
（社）日本動物福祉協会 CCクロ

○身体障害者補助犬コーナー
【協力】 （社福）兵庫盲導犬協会、（社福）日本介助犬協会

○活動紹介

人間が投げたフリスビー（レトリーブ大会はボールやおもちゃの使用可）を犬がキャッ
チして持って帰る競技。 ビギナー大会ではダイレクトキャッチのみ、レトリーブ大会で
はバウンドしたり転がっているものも有効となります。 規定時間内に何回キャッチし
て戻って来られるかがポイントとなりますが、距離が遠いほど高ポイントとなるため、
人間側の投げる技術も問われます。

●ギグレース
・生後10ヶ月以上のワンちゃんからご参加頂けます。
・開催協力：ギグレース協会
⑦ 1-DOG・サブノービスクラス（距離100m）
⑧ 1-DOG・初ギグクラス（距離50m）

定員

合計40チーム

ギグレースは、基本的には犬が自転車を引いて走りますが、人間は自転車を押して
走ってもよく、短い距離もあり、小型犬や老犬も自身の状態に合わせて楽しめるのも魅
力です。

●カニクロス

【協力】 NPO法人 日本サービスドッグ協会

・生後８ヶ月以上のワンちゃんからご参加頂けます。
・開催協力：ギグレース協会

○乗馬セラピー紹介コーナー
【協力】 日本障害者乗馬協会

●出店コーナー
ペットのためのグッズやおやつがいっぱい！
そして、美味しいお食事（人用）もご用意しております。

⑨ カニクロス（デュアルスタート・距離100m）
⑩ 初カニクロス（距離50m）

定員

合計40チーム

決められたコースを犬と共に駆け抜け、タイムを競う競技です。 犬種を問わず、また、
どなたでも楽しんで頂けます。

●ケーナイン・フリースタイル

エントリー方法
●参加費

・生後６ヶ月以上のワンちゃんからご参加頂けます。
・開催協力：Dogs Life

2,000円（1エントリーにつき）

ギグレース･カニクロスをお申込みの場合に限り、他の競技
とのダブルエントリーが可能です。

⑪ ソロ（1人のハンドラーと1頭の犬による演技）
⑫ グループ（２人以上のハンドラーと同数の犬による演技）

10チーム
5

定員

定員 チーム

人と犬が音楽に合わせて踊る競技。人間のダンス競技と同様、大掛かりな装備がいら
ず、どこでも楽しめ、花のある競技。芸術性も問われます。
※グループでのエントリーの場合も、ワンちゃん一匹ずつのお申し込みと、参加費（2000円）が
必要です。

●エントリー方法
各競技とも、原則事前予約制（先着順）です。定員になり次
第締め切らせて頂きます。

お申込〆切

11月17日（土） 17:00厳守

※ 参加者には、競技毎にそれぞれプレゼントがあります。

■ ご来場の皆様へ
●迷子や事故防止のため、競技中のワンちゃん以外は条例に従い必ずリード
をつけて下さい。 また、会場内でのワンちゃんを放しての練習も禁止しま
す。
●発情中や狂犬病予防注射及び各種ワクチン等の済んでいないワンちゃんは
入場及びエントリーをご遠慮ください。

お問合わせ先

公益社団法人

携帯サイトからも
お申込可能です。
http://www.knots.or.jp/ｍ/

●ワンちゃんは、各自が責任を持って管理してください。
●会場及び競技中に発生した事故､盗難､破損等には､一切責任は負いません｡
ご了承ください。
●会場内、及び会場周辺では､主催者の指示に従ってください。
●犬鑑札と狂犬病予防注射済票は必ずご着用ください。また、万が一に備え
て迷子札を着けておいてください。
●犬の糞･ごみ･タバコの吸殻等は、責任を持ってお持ち帰りください。

受付時間 毎週月～金 13:00～17:00
〒650-0004 神戸市中央区中山手通6-6-7-405

●お車でお越しの方は駐車場（1日1回／500円）をご利用下さい。

