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この本の出版に際して写真を使用するため、
その権利所有者とモデルを全力で追跡調査し確認作業を致しました
が、
もし間違い等問題点があるとすれば心よりお詫びし、次回の出版時においては適切に対処を致します。
商標 ： Hyperflite と K-10 は Hyperflite, Inc. の商標登録をしています。Competition Standard, Disc
Dogs Rock!、Disc Dogs! The Complete Guide、Disc Dogs! Training DVD、FrostBite ディスク、FrostBite
Pup ディスク、Jawz ディスク、Jawz Pup ディスク、K-10 Pup ディスク、Midnight Sun ディスク、PAWS, SofFlite Pup ディスク、UV ディスク、PAWS Freestyle System フリースタイルスコアーシステムは、Hyperflite, Inc.
の商標です。Skyhoundz は PRB & Asssociates, Inc. の登録商標です。
Copyright（著作権）© 2010 by Peter Bloeme & Jeff Perry. この権利は全体的にも部分的にも複写す
る権利を全て含みます。Disc Dogs Rock! のいかなる部分も
（承認されている短い引用文を除いて）Hyperflite,
Inc. の許可無しに複写、写真複写、情報検索システムに保存、送信等をすることは認められません。 Hyperflite,
Inc. と著者はこの本を全力を投じ作成しましたが、
この本の内容の正確性や完全性に関して抗議をしませんし、
そ
の権利も持ちません。
そして特に特定の目的に対する市場性や適性に伴う権利を放棄します。
出版者も著者も人権
や所有権への侵害に対する責任はありませんし、利益の損失または他の被害に対する責任もありません。
そしてそ
れは特別な被害、付随的な被害、重大な被害またはその他の被害に限定されるものではありません。
この本は参考資料であって、獣医のアドバイス、個人的トレーニング、
ブリーダーの推薦、読者の判断等の代わ
りになるものではありません。Disc Dogs Rock! はディスクスポーツや競技を始める時に、
あなたと犬のための助
言となる多くの情報源の一つとして利用して下さい。
もし犬が医学的な障害または行動障害の症状があったら、常
に獣医や個人的トレーナーのアドバイスを受けるようにして下さい。
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Getting Started...

それが一体どんなものかというと・・・
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ディスクドッグを始めましょう

ディスクドッグを始めることは理想的な犬を見つけることを意味します。
そしてもし既に犬を持っているなら、
もうスタ
ートを切ったと同じことです。
あなたのペットはディスクドッグの理想的なパートナーです。意外に思われるかもしれ
ません。
でも、
もしあなたが多くの犬のオーナーと同じなら、犬はあなたを喜ばせたいと願い、他のどんな事よりも
（食
べ物、水、時々湧いてくる異性へのロマンチックな思い等・・・例外はありますが）
あなたの友人でありたいと願ってい
ます。
その最良のパートナーが、溢れんばかりの愛情とやる気満々の気持ちであなたの足下に座っていますよ。
もしまだ犬を持っていないなら、保健所や動物保護団体から飼う事を考えてみて下さい。保健所等にいる雑
種犬は偉大なディスクドッグになります。素晴らしい犬も僅かなお金か、
または無料で引き取る事ができます。
その犬
が激しい競技に参加するのに必要な精神と肉体を持っている限り、雑種犬でもそれは偉大な選択です。現在まで
に、少なくとも５匹の世界チャンピオン犬が動物の収容所から引き取られた犬です。多くの捨てられた犬を役立てる
ため収容所から引き取る事は、特別で有意義な体験に違いありません。
もしどうしても純血種が欲しいなら、
まず地域の保護団体に聞いてみましょう。
多くの保護団体は純血種の犬も保護していますし、特定の種類の愛犬家達が運営している保護団体もありま
す。例えば、
ボーダーコリーが超エネルギッシュな犬だとは知らずに、
ただボーダーコリーという犬種が好きだという
だけで購入する人がたくさんいます。
この様な人に飼われた犬達は、
たとえ高い能力を持っていて、
ディスクドッグの
愛犬家の間では引く手あまたでも、結局は保健所へ行くことになります。
それぞれ純血種の犬も雑種犬もサイズ、
スピード、
スタミナ、
ジャンプ、活動力等の生まれつきの長所と短所だ
けでなく、
それぞれ個々の肉体的、精神的特徴を持っています。激しく追いかけたり、遊んだり、物を持ち帰る能力の
ある犬は、素晴らしいディスクドッグになるかもしれませんが、必ずしも良いペットになるとは限りません。例えば、疲
れを知らないエネルギーと活動力を持つオーストラリア
ンシェパードは、並はずれたディスクドッグになる可能性
があります。
しかし不幸なことに、
この犬は家庭犬には向
きません。特に小さい子供のいる家は大変です。彼らの激
しく物を追う本能が子供達をまるで羊のように追いかけ
まわし、噛んでしまうかもしれません！
どの犬が良いディスクドッグになるかを決める時に、
一般にその犬種から連想される特徴を十分に考えてみま
しょう。体型的にディスクプレイにはあまり適応しない鼻
の短い犬や小さい犬種よりも、
つき出た鼻と長い足を持
っている犬はディスクをキャッチするチャンスは多いと言
えるでしょう。
一度選んだら、
その犬のオーナーでありトレーナー
としてのあなたの責任は、
その犬の特異な特徴や性質を
良く理解して一緒にやっていく事です。例えば、偉大な追
跡者である猟犬、疲れを知らないワーキングドッグ、集中
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力を切らさないポインター、等々・・・。
色々な犬種の特徴を調べるのに良い本があります。Simon & Schuster’s, “Guide To Dogs.”（この本の代
わりに、
あなたの国で出版されている他の本でも代用できます。） 程度の差はあるものの、純血種と同じ特徴が保健
所にいる雑種犬にも見られることがあります。経験を積んだ保健所のスタッフは、犬を引き取る時に犬種等に関して
適切な意見を言ってくれることがあります。彼らの情報があなたの個人的な経験や観察と重なって、素晴らしいディ
スクドッグであり偉大なペットになる犬を選ぶのに役立つでしょう。
やる気のある犬と出会ったら、
ディスクドッグへの冒険は何時でもスタートできます。
しかしその前に、
この事を
警告として是非伝えようと思います：ディスクドッグは病みつきになります！一度犬にディスクドッグを教えたら、十中

保健所 ― 保健所や動物保護団体にいる犬は偉大なディスクドッグになります。
ほとんどの人はボーダーコ
リー、
オーストラリアンシェパード、
ラブラドール、
ゴールデンレトリバーは一番のディスクドッグになると思っ
ていますが、
それは全くもって真実ではありません。
愛されている犬が偉大なディスクドッグになるのです。
そ
して保健所や動物保護団体から保護された犬よりも愛されている犬はほとんどいません。

— Jeff Perry, 1989 World Champion
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One of many reasons the “Jawz disc” was created.
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八九、
中毒症状の様になって、以前は興味を持っていた物にもほとんど興味を持たなくなるでしょう。犬が小さなプ
ラスティック
（ディスク）
に心を奪われてしまうと、
あなたも何千マイルではないにしても、何百マイルも遠い場所のディ
スクドッグのイベントに行き、他のディスクプレイヤーと親しく付き合うことになるかもしれません。
あなたの人生は、
決して以前は想像したことの無い様なものに変わってしまうこと間違いなしです。
ディスクドッグの病に侵されてしま
った 医者、弁護士、
エンジニア、教師、秘書、社長、
その他全ての職業の人 ― 全く普通の人も ― に聞いてみて下
さい。
この中の何人かは、
イベント等への旅をするため、動物保護団体を始めるため、
また獣医になるために今まで
の気楽な生活をあきらめました。
ディスクドッグがどんな影響を与えるかは分かりませんが、
でも確実にあなたの人
生を変えることでしょう。

なぜディスクドッグをするの？

Long Photography, Inc.

ほとんどの犬、特にオーストラリアンシェパード、
ボーダーコリー、
キャトルドッグ、
ラブラドールのような運動神経の発
達している犬は、激しい練習が必要です。
エネルギッシュな犬との練習の時に手を抜いて十分に練習をさせなかっ
たら、
おそらく部屋の中のほとんどの物に別れを告げることになるでしょう。非常に知能の高い犬達は、
とても価値の
ある物や大事にしている物を使って、
あなたと“コミュニケーション”を取るコツを知っています。
靴を噛みちぎりながら
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「ねー、私ともう二日も散歩に行ってないよー。」
と訴えたりします。大きな家具や家族の宝物への被害がエスカレー
トしてきたら、
もうそれはヤケクソになってきた合図です。注意を払ってやって下さい。全く無視されるより怒られたい
と訴えています。
もう一度言っておきます ― 退屈な犬は破壊的になります！
例えば、
あなたは忙し過ぎて、天気も良くなかったとします。
おそらく毎日 ２ マイルの散歩を“わんちゃん”とする
時間もありません。
もうテニスボールを追い掛けることでは以前の様に満足できなくなっていたとしたら・・・。
そこで、
あなたのジレンマを簡単に解決する方法があります・・・その長所は ― 貴重な時間のほんの数分だけでいいところ
です。信じられないかもしれませんが、
たった １０ 分間ディスクドッグをするだけで、数マイルの散歩と同じ練習量と
精神的にも刺激を受けることができるのです。
ディスクドッグスポーツは以前から人気がありました。
しかし現代の科学技術と最新式ポリマーの発明のお陰

しばしば食べ物がトレーニングの時に使われますが、
それは重要ではありません。情熱を持って思いっきり
褒めてあげながら遊んであげて、
お気に入りのおもちゃを投げてあげる方が、
躾を強化したい時は食べ物よ
りも遙かに効果的です。

— Jeff Stanaway, 2003 Hyperflite Skyhoundz World Champion
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で、
ディスクドッグは以前よりもっと手頃なスポーツになりました。
いまだ未開の時代には、激しく噛む犬を持っている
選手達は、一回の練習で ６ 枚程ディスクをダメにしたものです。多くのプレイヤーは、毎回プレイする度に ５ ドル～
１０ ドル出費するスポーツに参加する余裕はありませんでした。９ 年前、新しいディスクカンパニー Hyperflite が
30 数年続いた現状に真っ向から立ち向かうことを決めた時、事態は変わりました。
Hyperflite がディスクの生産を決心する前、競技やレクリエーションに使われていたディスクは35年間でほと
んど変化はありませんでした。犬用より人間用にデザインされたディスクは、激しく噛みつく犬には絶対に持ちこたえ
ることはできませんでした。
精巧な航空力学のデザインと原材料の科学技術を結集して Hyperflite は犬用のフライングディスク、 K-10
を作りました。 K-10 のデザインは、強化した高圧面、超長く飛ぶための航空力学的改良、犬の歯にダメージを与え
る砂や泥を残さないグリップの表面等を取り入れ、実在する犬の競技用ディスクを越えたいくつもの改良を組み入
れました。犬用ディスクの科学技術を使った画期的な進歩が認められ、Hyperflite は U.S. 特許 No. 6,887,119
を受けました。特に、犬の競技用にデザインされたディスクでは初めて特許を取得しました。
特許を手にして、Hyperflite は 30 年以上も飼い主を悩ませていた問題に取り組みました ― それはディスク
の寿命です。
ブルドッグや他の激しく噛みつく性質の犬の飼い主達は、
ディスクドッグの練習をするだけなのに年間
何百枚ものディスクを簡単に使い切っていました。包括的な調査に基づいて、Hyperflite は犬の
歯に傷を与えるほど強くなく、
かつ激しく噛む犬に対応できるポリマーの考案を開発する事
を決心しました。
この企画は大変で一年以上かかりました。無数の素材が試されました

Jawz Discs — The World’s Toughest
Jawz discs are the world’s toughest competition-approved
canine flying discs. In normal play or practice, Jawz discs
stand up to gnashing canine teeth better than any
other competition disc. As tough as Jawz discs are,
they should never be used as canine chew toys.
Jawz discs do not float in water.

Jawz Disc (8 ¾” diameter | 145
grams) Colors — Black | Blueberry |
Lemon-Lime | Pink Guava | Tangerine |
Glow-in-the-Dark
Jawz Pup Disc (7” diameter | 90
grams) Colors — Lemon-Lime | Pink
Guava | Tangerine | Glow-in-the-Dark

How good is the Hyperflite Jawz disc? It’s like a tire
company inventing a 200,000 mile tire
— Jeff Stanaway, World Champion
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が、
この企画の高い基準を満たせずに終わりました。最終的に、
ある一種類のポリマーの見込みがあるように思われ
ました。Hyperflite はまず製品をテストする装置を作りました。
その装置は情け容赦なくテストでディスクを壊してい
くので、愛情を込めて Hal K-9000（2001 年宇宙の旅を思い出して下さい）
と愛称をつけました。
そしてこの素材
はこの装置のテストに十分に持ちこたえました。予備テストが申し分なく達成されたことで、次に Hyperflite は地球
上で一番破壊的な歯を持った犬の歯で実際にテストをして証明して見せました。犬を使ったテストでは、事実この
新しい素材が信じられないくらい“犬歯の穴”に対して抵抗力があることを確認しました。
この様にして、
ジョーズディ
スク（Jawz）が生まれました。
ジョーズディスクは世界で一番強い犬の競技用ディスクと全般に考えられましたが、
Hyperflite はそこで止まらず前進し続けました。
Hyperflite の革新の精神として、
なんでも世界初の製品を創ることに責任と義務を感じています。
：世界初の
低い気温での競技用ディスク（FrostBite）、世界初の小型犬用競技用ディスク（K-10 Pup）、世界初の柔らかくて
しなやかな競技用ディスク （SofFlite）、世界初の暗闇で鮮やかに光って色が変わり、犬歯の穴に対して抵抗力の
あるディスク（Jawz Fuzzion）、
まだまだ続きます。

私は腎臓病で 5 年間透析をしていました。
この病気は精神的にも肉体的にも私に大打撃を与えました。
鬱状態になってきて、
とても死を恐れていました。
そんな時、病気や憂鬱な状態の時にペットがとても癒して
くれるという記事を読みました。以前は一度もペットに頼った事はありませんでしたが、犬を飼ってみよう！
と思いました。
そして、
ついに飼い始めました！私は重さ 4 ポンドのダックスフントを家に連れてきて、
「サミ
ーデイヴィス」
と名付けました。4 ヶ月たってもたったの 6 ポンドしかなく、
「サミーデイヴィス」
は潜在的に
命に関わる病気であるパルボになってしまいました。
この時すでに、私はこの小さい生き物にとても愛着を
持っていました。私は一週間、治療のために獣医に預けなければなりませんでした。
その長い週がやっと終
わった時、
私は
「サミーデイヴィス」
をまた家に連れて帰ることができました。
私自信まだ治療を受けていたので、家に帰って休息を取りたいと思っていました。
「サミーデイヴィス」
は私が一日中ベッドに横になっているのが我慢ならない様でした。
「サミーデイヴィス」
の癒しの方法はシン
プルで、最終的には私たち両方を満たしてくれるものでした。彼は、
おもちゃでも紙でも空中に飛ぶと思われ
る物なら何でも私の手元に持ってきて、投げたらそれをキャッチしてまた持って帰って来る事を繰り返しし
ていました。
この犬は私に何かを言っているのだと気づき始めました。
「起き上がって一生懸命生きようよ、
まだ終わりじゃないよ。」
「サミーデイヴィス」
は私に教えてくれていました。
「あなたは私を救ってくれた、今
度は僕がその親切に報いる番だよ。」
「サミーデイヴィス」
との遊びは、過去の辛かった日々を忘れさせてくれる気晴らしになりました。私は
治療の後起き上がり、
人生はそんなに暗いものでもないと感じてきました。
何ヶ月かのキャッチの遊びの後、
「サミーデイヴィス」
にディスクドッグを教えることを決意しました。彼はそれを大好きになりました！ダックス
フントが走って、飛んで、
ディスクドッグの大会に参加しているのを見て人々は驚いていました。
「サミーデイ
ヴィス」
は私に希望を与えてくれたり、
自分でも気づかなかった精神的な面を引き出してくれたり、私が全く
知らなかったスポーツと引き合わせてくれました。
それは単なる物語以上でした。
まさに奇跡です。

— Patrick Major, Disc Doggs of the Golden Gate
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始めましょう
すでにあなたと“わんちゃん”のための完璧なディスクを選んだとしましょう。次は何をしましょうか？どんな努力の中
でも一番大変なのは、始めることなのです。始める時のガイダンスと情報を得るために、 www.hyperflite.com に
是非アクセスしてみて下さい。次のレベルに行く準備ができた時の為に、 Hyperflite はディスクドッグのトレーニン
グ用品を作りました ：500 枚以上のカラー写真を特集し、358 ページに渡るトレーニングに関する論文が載って
いる “Disc Dogs! The Complete Guide”、今までに作られた中で一番有益で行動的で刺激的なトレーニングの
DVD “Disc Dogs! Training DVD”。
“Disc Dogs! The Complete Guide” と “Disc Dogs! Training DVD” は、技術をもっと上達させたいと思
っている熟練したプレイヤーだけでなく、初心者にとっても完璧な道具です。技術の上達に関して言えば、
あなたと“
わんちゃん”は競技への意欲が湧き始めているのに、公園で新しい趣味としてただ楽しむだけで終わってしまってい
るかもしれません。
でもご心配なく、Hyperflite が助けてくれます。www.skyhoundz.com にアクセスしてみて下
さい。
そこでは Skyhoundz World Canine Disc Championship シリーズについてあなたが知りたいことが書い
てあります。
ほとんどの Skyhoundz の試合は無料で参加でき、犬の一番速い競技をあなたの犬に教えてあげる良
いチャンスです！

興味の構築

最初は、
あなたの犬はディスクに全く興味を示さないかもしれません。
でもがっかりしないで下さい。即座にディスク
に興味を持つ犬が何匹かはいますが、相当な数の犬が全く反対の反応を示すのも珍しくありません。重要なのは、
犬が怖がらない方法でディスクを紹介してやることです。例えば、
いつものお皿に代えてディスクの裏側を使って餌
や水をやってみて下さい。
こうすればトレーニングを始める時に、犬がディスクを恐れるよりもむしろ好きになるのは
確実です。
ディスクで犬に餌や水をやってから数日後、犬の前後でディスクを素早く動かしてみて下さい。地面にスラ
イドさせたり、転がしたりして、犬が興味を見せるかどうか観察してみましょう。
もし犬が耳をピンと立てて、
まるで
「ち
ょっと、私のお皿で何しているの？」
と言いたげな様子だったら、
その時はトラッキングの練習に移る時です。
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トラッキング

トラッキングは、単に動いている物を追う犬の能力です。犬にとってトラッキングの能力は本能的で自然なことです
が、
その本能が成長するのに時間がかかる犬もいますし、他より早く成長する犬もいます。
人間の発育でのトラッキングの例としては、子供が物をキャッチする能力です。最初、子供はでたらめに手を近
づけ過ぎて何もキャッチできません。練習で子供のトラッキングの能力は発達し、子供は動いている物の進路を予
測することができるようになり、
そしてキャッチが成功していきます。
動いている物の進路を追いかけることが完璧にできない小さい子供と子犬は、
とても良く似ています。
もし子犬
の頭の上に何かを放り投げたら、子犬にとってみればその物体はもはや何処へ行ったかわかりません。
まるでマジッ
クで消えたかの様です。結局はほとんど全ての子犬も犬も素晴らしいトラッキングの発達能力を持っています。子犬
とは、
ボール、
ディスク、
お気に入りのおもちゃ等を身体の前後で転がしたりして、
トラッキングの習得を促進すること
ができます。
身体の近い所で優しくおもちゃやお菓子を小さく投げてあげれば、簡単に追うことができるようになりま
す。子犬が素早くトラッキングができたら、褒めてご褒美をあげましょう。
そしたら子犬は赤外線誘導式ミサイルの様
にその目標に釘付けになっていくでしょう。

キャッチング

トレーニングの中で一つ一つのキャッチの過程がとても重要で、
とても価値があります。
それは幾分、子供が歩き始
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Sven Van Driessche (Sequence)

める時の最初の一歩に良く似ています。最初のキャッチの後は、
あなたと犬は素早くマスターしていくでしょう。
もし犬がローラーやスライダーを追い、
つかむ事に成功したら、
その時がキャッチをマスターする時です。成功するた
めのチャンスを最大限に利用するには、最初に犬の興奮のレベルを高めなければなりません。
ディスクの全ての重
要な“キャッチ”を教える時にペットと仲良くする手段として、
まずあなたが元気をだし、生き生きして溢れんばかりの
やる気を持って下さい。
ローラーやスライダーをした同じディスクを使って、優しく引っ張りっこをしたり、
わざと隠し
てみたり、
ローラーをしたり、逆さにしてスライダー等で遊んであげましょう。本当に“やる気が起これば”ディスクが欲
しくなります。一度犬の注意を引いてやる気が出たら、犬の前で膝をついて顔の近くで注意を引きつけながら素早く
ディスクを動かしてみましょう。興奮して決してディスクで犬を強く叩かないようにして下さい！次に、手から直接ディ
スクをくわえさせてみます。少しその状態のままにしておいてあげます。取ることができたご褒美で、数秒間口の中に
ディスクをくわえたままにさせておいてあげましょう。
もしディスクを取ることができず地面に落ちてしまったら、努力
は褒めてあげてもその落ちたディスクは取らせないで下さい。
キャッチが成功した時だけ口の中で持っていても良い
のです。次に犬がコンスタントに手からディスクを取る事ができる様になったら、犬の近くでディスクを優しく投げて
みましょう。決して犬に向かって直接投げないで下さい。
そうではなく、
ピザ職人がピザ生地を投げ上げるようにディ
スクを空中に投げてみましょう ― 平らに真っ直ぐ上に。
ディスクにいっぱいスピンをかけ、犬の近いところでじらし
ながら旋回させます。“ピザの回転”は地面から投げ、決して犬の目の高さより上に投げ上げてはいけません。“わん
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ちゃん”がようやくキャッチできるようになったら、思いっきり褒めてあげ、
そして数秒間ご褒美としてそのままくわえさ
せてあげて下さい。
そして優しくディスクを取り上げてもう一度放ってあげましょう。
やっとキャッチできたディスクを犬から取り返す時、少し大変だと思います。
この時がディスクを離す命令を覚
えさせるのに一番のグッドタイミングです。一般にほとんどのディスクプレイヤーは“ドロップ
（出せ）”という命令を使
います。
あなたの犬が自分でディスクを離す様になるまで繰り返し“ドロップ
（出せ）”を言い続けましょう。犬ができる
ようになったら、褒めてあげて“グッドドロップ”と言って、直ぐにもう一度投げてあげます。犬は、
また投げて貰うため
には口の中にあるディスクを離さなければならないと、直ぐ学習します。複数のディスク
（５ 枚まで）
を使うことによっ
て“ドロップ
（出せ）”の命令の学習を早めることができます。
しばしば、犬があなたの手に ２ 枚目のディスクを発見す
ると、今くわえているディスクを離します。
そしたら次のディスクを投げてあげましょう。
ディスクを投げる時は、犬がデ
ィスクを離すまで“ドロップ
（出せ）”の命令を言いましょう。
もし命令を言えば前のディスクを出す様になったら、
ご褒
美として次を投げてあげましょう。一枚以上のディスクを使用することは、犬に“マルチプル
（連続技）”を教えるのにと
ても有効です。
これは競技に出るならとても役に立つ技ですから。 Skyhoundz のフリースタイルの競技では、一度
に５枚までディスクを使用できます。
“ピザの回転”からもっと長距離に進歩させることができます。初めに、向かい風で投げてみましょう、
そうすれ
ば犬がディスクに追いついて、減速して、十分にジャンピングキャッチをする時間があります。短い距離や中間の距離
を投げる技術をマスターするまでは、決していきなり長い距離を投げようとはしないで下さい。

ストレスに
「ノー」
とちょっと言ってみましょう ― 犬と共に成功するのに一番の障害は私たち全員の中に潜
んでいます。過度の心配、一つ一つ分析して考え過ぎる事、
コートで犬と練習し過ぎる事、
これらは全て楽
しい趣味から楽しさを取ってしまいます。
ディスクドッグの情熱家に捧げる一番のアドバイスは、
ただ落ち着
いて好きなようにさせてあげることです。試合では、
あなたの一番良い練習結果より決して良くなることはあ
りません。
そしてもしあなたが犬と過度の練習をするなら、決して一番良い練習結果は出てこないでしょう。
たいていの人は、
することよりも言うことがより簡単だと実感します。激しく練習することと心配することは何
も傷つけないと思っているかもしれません。
でもこれは、必ず犬との関係を最も悪くするでしょう。
あなたがディスクドッグプレイを楽しさのためにしようと大会で勝つためにしようと、
どっちにしてもそ
れは素晴らしい旅です。
もしあなたがゆっくり進み、特別な瞬間を味わい、
そして楽しむ事を覚えているのな
ら、
あなたの個人的なゴールが何であろうとも、
あなたがかつて夢見ていたよりももっとあなたのペットに近
づくことでしょう。

— Frank Buckland, ‘05-’08 Pairs Freestyle World Champion
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投げ方・・・

たいていの人には、
ディスクを上手く投げる事がディスクドッグトレーニングの一番難しい局面です。
しかし、
力
よりもテクニックが上手に投げることを決めます。何人かは全く自然にテクニックが上達しますが、他の人はコツを覚
えるのに一生懸命練習しなければならないでしょう。人生における他の多くの事と同様に、全力を注ぎ込めばそこか
ら必ず抜け出せます。
いつも様々なコンディションで練習してみて下さい。
そうしなければあなたと犬は、何時までた
っても文字通り風に流されるままでしょう。
ディスクを上手く投げるために次のことを頭において練習しましょう。
：
いつも正確なグリップを維持する
正確なスタンスを使う
投げる時、
ただ腕や手首だけを使うのではなく、
身体全体を利用する
ディスクが安定して飛んでいく様に、投げる時ディスクに十分にスピンをかける
最もいい状態にするために正確な角度でディスクを投げる

バックハンドスロー

バックハンドスローは、用途が広く簡単に学べる投げ方です。一度マスターしたら、
ディスタンスや色々な投げ方に
応用できます。
“Modified Berkeley Power Grip” と呼ばれる人気のグリップのコンビネーションをお勧めします。手のひら
で握り拳を作り、
ヒッチハイクの様に親指を立てます。手の平と指の先の間にディスクを滑り込ませるために少し指
をゆるめて、
ディスクの表面の上に親指を置きます。
そしたら、
もう片方の手を持ってきてディスクの反対側を一時的
に持ちます。裏側の握った指を親指の方に少しずつ動かし、
（内側の縁にできる限りしっかりと押しつけながら）、一

14

www.hyperflite.com

Disc Dogs Rock! by Peter Bloeme & Jeff Perry
番フィットする場所を見つけます。短めに投げる時は、
中二本の指先を縁ではなくディスクの裏面に置いて投げて下
さい。
正確さ、
パワー、
コントロールを失ってしまうので、人差し指は決してディスクの縁に沿って置かないで下さい。
グリップの圧力
（ディスクの握り方）
は、親指と人差し指と中指ではなく、親指と中指と薬指を連携して操作すること
を確認して下さい。
これでスナップを効かせて投げられるでしょう。
これはほんの微かな違いの様ですが、投げる時
に大きく違ってくるはずです。
もしあなたが右利きなら、右足を前にして目標に向かって真横に立ちます。
ディスクを持った右手を身体の左
側へ持ってきて、
できるだけ後ろ遠くで構えます。腕を少し曲げて、手首も内側へ曲げ、
ディスクは平らに持ちます。
投げる動作は、左から右、
スムーズで平らに、離す瞬間は十分にスナップをきかせて投げます。手首は決して左
右に動かしません。
ダンベルを使う時の様に前後に動かします。投げる時、誰かと握手するのに手を伸ばす時の様
に目標に向かって右手を広げて振り切ります。投げる時はその目標から目を離さないようにします。
もし投げた時、
デ
ィスクが目標より左に行くなら、早く離し過ぎです。
もし右へ向かうなら、
ディスクを離すのが遅過ぎです。
ほとんどの
右利きの人は
「遅く離す」
という過ちに陥りやすく、右の方にカーブしていきます。
もし空中でディスクがぐらつく様な
ら、投げる時に滑らかで良いスナップを効かせることに集中しましょう。
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ローラースロー

Sven Van Driessche (Sequence)

ローラースローは、一般に初めてディスクドッグ
をする犬か子犬をトレーニングする時に使いま
す。
ローラースローは犬が追いかけるには簡単
で楽しいものです。
ローラーを投げる時はバッ
クハンドグリップを使います。
ローラーを投げる
時の角度は急で、
ほとんど地面に垂直に投げま
す。膝を着くかしゃがんで、
ディスクを持った手
を胸まで持ってきます。
ディスクを胸にぴったり
付け、
そこから腕を前方そして下へスナップを
効かせて離します。地面に垂直に投げれば、犬
がくわえるまでは縁の外側に沿ってきれいに転
がって行きます。
一見簡単な様ですが、
ローラースローはも
っと変化をつけられますし、上級のディスクドッ
グの演技に結びつけることができます。色々な
ローラーの投げ方を試してみましょう。例えば、
足で蹴ってローラーをすることもできます。
また
は、
ディスクにバックスピンをかけて、思いっきり
追いかけてくる犬に向かって股の間から投げる
のも試してみて下さい。後ろの方にディスクを転
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がして、地面に落ちる前に犬にキャッチさせることもできます。斬新な技が多数出てきてローラーはもうあまり競技の
表舞台には出てきませんが、以前の古き良き時代を思い出させてくれます。面白さや新しさの観点から、元気を回復
してきたローラーの様な古い技をまた見るのは嬉しいものです。
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競技・・・
ディスクドッグ競技：
犬に関する全て！

アンケートによると、人々がディスクドッグ競技に参加する主な理由は、犬がこの競技を大好きだからです。時間を使
ってプレイをして一緒に楽しんでいる時、疑いもなくあなたは犬にとってヒーローです。勝ち負けは犬にとっては全く
価値のないことです。
競技の主催者や団体は、人と犬の両方がディスクドッグ競技を同じように楽しんでチャレンジして貰えるよう
に、
とても努力しています。
また競技大会は、
同じように犬を愛する人々に出会う素晴らしい機会です。
ほとんどの犬
のスポーツとは違ってディスクドッグプレイは、参加者 ― 人と犬両方 ― のお互い同じレベルの献身度、技術力、努
力が必要です。
でもあなたがどんなに競争心があっても、
あなたの犬はただあなたのことが大好きだということだけ
は決して忘れないで下さい。
それは、
たとえあなたが全て完璧にディスクを投げられなくても、
そしてたとえその大きい
トロフィーがあなたの所へ行かなくても・・・です。
最近のディスクドッグの大会では、世界中の地域で豊富な種目の競技を開催しています。 The Hyperflite
Skyhoundz World Canine Disc Championship シリーズ ― 世界最大 ―
は世界中で 150 以上のディスクドッグ大会を開催しています。

SKYHOUNDZ CANINE DISC
競技シリーズ の概要

The Hyperflite Skyhoundz World Canine Disc
Championship シリーズは地方選手権大会、 U.S.
地区選考会、
オープン選考会、増え続けている国際
選考会、欧州選手権大会そして世界選手権大会か
ら成っています。
Hyperflite は、世界中の様々な場所でディスク
ドッグの選手達が Skyhoundz シリーズの開催をで
きるように協力、応援しています。
地方選手権大会 Hyperflite Skyhoundz 地方選手権
大会は経験に関わらず全ての選手にオープンです。 Hyperflite Skyhoundz 地方選手権大会には何回でも参加可能
です。
U.S. 地区選考会 Hyperflite Skyhoundz 地区選考会は全ての選手にオープンで、上位のチームは世界選手権
大会の出場権利を得ます。参加は有料です。
オープン選考会 Hyperflite Skyhoundz オープン選考会は全ての選手にオープンで、上位のチームは世界選手
権大会の出場権利を得ます。参加は有料です。
欧州選考会、国際選考会 Hyperflite Skyhoundz 世界選手権大会のための欧州選考会と他の国の国際選考会
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はいくつかの国々で開催されています。参加
は有料です。
欧州選手権大会 The Hyperflite Skyhoundz European Canine Disc Championship は毎年欧州の主催国で開催されま
す。欧州選手権大会の上位の選手も世界選
手権大会の出場権利を得ます。
世界選手権大会 The Hyperflite Skyhoundz World Canine Disc Championship は
犬のスポーツで一番の大会です。選手は地区
選考会、オープン選考会、国際選考会で選
考されて世界選手権大会に出場できます。毎
年、世界選手権大会は米国で開催されます。
世界選手権大会の参加は選考されたチーム
に限定されていて無料です。

20 Yards
10 Yards
50 Yards

End Zone
(5-5.5 Points)
40 Yards

Zone 3
(3-3.5 Points)

SKYHOUNDZ 競技ルール

ディスタンス/アキュラシー デ
ィスタンス/アキュラシー は決
められた時間内で人がディス
クを投げ、犬がポイントゾーン
内でできるだけ多くそのディス
クをキャッチし、早く往復して獲得したポイン
トを競う競技です。
ダイアモンド型のディスタ
ンス/アキュラシーのコートは、
スタートライン
からそれぞれ 10, 20, 30, 40 ヤードの場所
が得点のゾーンです。
ディスタンス/アキュラシーの時間は 60
秒で、選手は一枚のディスクでできるだけ多く
の得点を競います。
もしそのラウンドの最中に
ディスクが危険だと思ったら
（例えば、
ディス
クの縁が割れたり、大きく裂けたり）、
ラインジ
ャッジから代わりを受け取ることができます
（
選手が代わりのディスクをあらかじめ用意して
ラインジャッジに渡しておいた場合のみ）。
ディ
スクを交換している間、試合は中断されませ
ん。残り時間の告知は全ての選手に平等に知
らされます ：30 秒、10 秒、
そして 5、4、3、
2、1、タイム。
ディスタンス/アキュラシーのコートは、
それぞれの選手が投げる方向を選べるように

30 Yards

Zone 2
(2-2.5 Points)
20 Yards

25 Yards

Zone 1
(1-1.5 Points)
10 Yards

O Points
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用意されますが、一度競技が始まったら変えることはできません。全体のグラウンドの制約や安全のため、大会主催
者の裁量でコートの大きさや投げる方向は変更になることがあります。
選手と犬はスタートの前、
スタートラインの後ろに立ちます。選手の準備ができたら、
ラインジャッジが手を挙
げてアナウンサーに合図をします。
その直後、
アナウンサーのスタートの合図で時間の計測がスタートします。
ライン
ジャッジの判断で、
もし犬がスタート前にスタートラインを超えていたら、
もう一度初めからやり直しをします。選手は
犬をラインのずっと後ろに控えさせて置くか、
スタートの合図を聴いてから投げると良いでしょう。
選手は必ずスタートラインの後ろでコーンとコーンの間から投げなければいけませんが、投げる時以外はコー
トを自由に動くことができます。
もしディスクを投げる前、
または投げている間にスタートラインを踏んだり、超えてい
た場合は得点になりません
（フットフォルト）。
もしディスクがタイムコール
（終了）以前に選手の手を離れた場合で、
犬が制限時間を過ぎてキャッチしても、
ポイントゾーンでキャッチしたならば得点になります。
得点するには、犬がキャッチしてかつ四本の足が完全に一つのポイントゾーンの中で着地しなければなりませ
ん。
もし犬がディスクをキャッチして二つのポイントゾーン内に四本の足が着地した場合、低いポイントゾーンの得点
が得点となります。
もし犬がディスクを鼻で突いて、
その後空中でディスクをキャッチした場合、
そのキャッチした場所
の得点となります。
得点は下記の通りです。10 ヤード以内のキャッチの得点はありません。
ゾーン 1（10-20 ヤード）
1 ポイント
ゾーン 2（20-30 ヤード）
2 ポイント
ゾーン 3（30-40 ヤード）
3 ポイント
最終ゾーン（40-50 ヤード）
5 ポイント
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0.5 ポイントのボーナスポイントは、犬が明らかにジャンプをして四本足が完全に地面から離れた状態でキャ
ッチし、
そしてポイントゾーンに四本の足が完全に着地を成功した時に与えられます。
フリースタイル フリースタイルは、運動能力をフルに使った犬とディスクを投げる選手とのチームワー
クで斬新な演技を自由形式の振り付けで行い、
その完成度を審査します。
フリースタイルのチーム競技は1ラウンド最大 90 秒です
（世界選手権大会では 120 秒）。短く
ても 60 秒以上の演技がなければ得点は得られません
（世界選手権大会では 90 秒）。
フリースタ
イルの競技では５枚までのディスクが使用可能です。
スタートはディスクが犬に向かって投げられた
時、
または地面に置いてあるディスクを犬が取り上げた時、
または選手か犬の身体上にあったディスクを犬が取った
時です。残り時間のカウントダウンは全ての選手に平等に知らされます：60 秒、30 秒、10 秒そしてタイム
（終了）。
自分の音楽を用意してきた選手は、事務局の指定した場所に提出します。音楽は CD で用意して、選手の名前
とトラックナンバーを明記すること。
同様に CD ケースにも同じことを明記します。
さらに良いのは、
その曲だけが入っ
ている CD を用意すれば競技の遅延やトラブルを防ぐことができます。家族で来ている観客のことも考え、大会にふ
さわしい音楽を選びましょう。
ローラースロー以外の技で、空中でディスクを使った技でなければ得点になりません。
テイク ― 犬に手渡しで
ディスクを与える動き ― は得点になりません。
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PAWS フリースタイル スコアーシステム

競技チームは以下の四つのカテゴリーで、
それぞれ 1 ～ 10 ポイント、0.5 ポイント単位で与えられます：
Presentation （表現力） 斬新な振り付け、継続的な演技の流れ、上手いディスク操作、技から技へのスムーズな
移行等で観衆を楽しませる表現力を審査します。
Athleticism（運動能力）その犬のサイズに合ったスピード、機敏さ、
ジャンプ力、
身体のコントロー
ル、
同時にキャッチ力、技の激しさと運動能力を審査します。
Wow!Factor（ワァウ！ファクター）様々なスピンやディスクのキャッチを成功させ、
さらなる新
しい技や動きを完璧に演ずる能力。
また、完全に新しい技や以前にあった技を奇抜で
ユニークな表現に変化させた場合は、
このカテゴリーでは高いポイントを得られま
す。
Success（完成度）様々な投げ方、
キャッチ、技等を取り入れ、十分に熟慮さ
れた演技をミスなく完璧に演じる能力を審査します。
PAWS （４ つのカテゴリーの頭文字）
のスコアーシステムにおいて、
ジャ
ッジは与えられた時間内で魅力的で変化に富み、刺激的な演技を見事に演
ずるチームの能力を評価します。
完成度（Success）と難易度（Wow!Factor）
に焦点を合わせているカテゴリーは重要で、
このどちらかでも良い得点を得られ
ないと、PAWS の全てのカテゴリーで選手の得点に影響を与えることになります。
な
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ぜならジャッジは、
その日の競技に参加した選手達の得点差の内容を説明しなければならない場
合があるので、
特に差の出るカテゴリーは重要です。
例えば、
たとえ二人の選手が完璧なラウンドをしても、二人共必ずしも Success のカテ
ゴリーで 10 ポイントを得るとは限りません。
その代わり、一般に難しい演技は Success で
簡単な演技より高い得点を得ます。
同様に、
もし二人の選手が同じ程度の難易度の演技をし
た場合、
より少ないミスをした選手が Wow!Factor のカテゴリーでより高い得点を得ること
になるでしょう。
跳躍台の様に選手の身体を利用して高いジャンプをするヴォルトは、
回数を最小限にする
か全く演技から排除するべきです。
それでも演技したいならば、
ヴォルトは上手くコントロールし
て安全な方法でして下さい。
ヴォルトの度を超した高さや頻繁な繰り返しをしても、高い得点
を得るとは限りません。
ヴォルトは Hyperflite Skyhoundz の競技会での成功には必要あり
ません。
ヴォルトは他の同じ難易度の技より高く評価されることはありません。多くの世界チャ
ンピオンはヴォルトの全く無い演技やヴォルトを最小限に抑えた演技で優勝しています。
ペアーフリースタイル その名前が示す通り、
ペアーフリースタイルは本質的には二人の選手
と一匹の犬でフリースタイルを演技することです。
常に犬の安全を心に留めて、
ペアーフリースタイルのチームは犬に連続投げ、同時投げ、選
手同士の相互（交互）投げ・・・等、面白いヴァリエーションで演技します。何時見てもたまらなく

K-10 Competition Discs
®

(Not Puncture-Resistant — For Dogs With “Softer Bites”)
The Competition Standard™ is the official competition flying disc for the largest canine disc
competition series in the world. Competition Standard discs are sold unpackaged.
Competition Standard (8 ¾" diameter | 110 grams,
Color — Black | Neon Orange | Neon Pink | Neon Yellow | White)
Competition Standard Pup (7" diameter | 70 grams, Color — Neon Orange |
Neon Pink | Neon Yellow | White)
The FrostBite™ flying disc remains soft and flexible in below-freezing temperatures and is
colored brightly to stand out in the snow.
FrostBite (8 ¾” diameter | 110 grams, Color — Fluorescent Orange)
FrostBite Pup (7” diameter | 70 grams, Color — Fluorescent Orange)
The Midnight Sun™ flying disc is the brightest and longest-lasting glow-in-the-dark disc
ever made. (8 ¾" diameter | 110 grams, Color — Base White)
The SofFlite™ flying disc is ultra-soft for canines with sensitive mouths. Use the SofFlite disc
to train your puppy or to introduce your adult canine to the pleasures of canine disc play.
SofFlite (8 ¾" diameter | 110 grams, Color — Yellow)
SofFlite Pup (7" diameter | 70 grams, Color — Yellow)
The UV™ photo-chromatic (color-changing) disc appears opaque white in color until
exposed to sunlight, or a black light.
(8 ¾” diameter | 110 grams, Colors — Blue | Purple)
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面白く、
ペアーフリースタイルには斬新さとチームワークの限りない可能性を感じます。
それに、参加している犬の喜
びを二倍にしています。
ペアーフリースタイルでは、
フリースタイルと全て同じルールですが、二つの例外があります。選手達は 10 枚の
ディスクの使用が許されていて、Teamwork のカテゴリー
（1～10 ポイント）
がフリースタイルの PAWS のカテゴリ
ーに加えられます。
Teamwork （チームワーク） 演技の間のチームの動きの関係、振り付け、
コートの使用方法、流動性を考慮しま
す。

選手資格

地方選手権大会 Hyperflite Skyhoundz 地方選手権大会には誰でも出たいだけ出場することができますし地理
的制限もありません。
U.S. 地区選考会 Hyperflite Skyhoundz U.S. 地区選考会の出場資格は以下の様に居住地域に基づいていま
す：
ノースセントラル地域 以下の州に居住する選手がノースセントラル地区大会に参加する資格があります：イリノイ
州、
インディアナ州、
アイオワ州、
カンザス州、
ケンタッキー州、
ミシガン州、
ミネソタ州、
ミズーリ州、
ネブラスカ州、
ノー
ス ダコタ州、
オハイオ州、
サウス ダコタ州、
ウィスコンシン州。
ノースイースト地域 以下の州に居住する選手がノースイースト地区大に参加する資格があります：コネチカット州、
デラウェア州、
コロンビア特別区、
メイン州、
メリーランド州、
マサチューセッツ州、
ニューハンプシャー州、
ニュージャ

Northwest
North Central

Northeast

Southeast

Southwest

South Central
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ージー州、
ニューヨーク州、
ペンシルベニア州、
ロードアイランド州、
ヴァーモント州、
ヴァージニア州、
ウェストヴァー
ジニア州。
ノースウェスト地域 以下の州に居住する選手がノースウェスト地区大会に参加する資格があります：アラスカ州、
コ
ロラド州、
アイダホ州、
モンタナ州、
オレゴン州、
ユタ州、
ワシントン州、
ワイオミング州。
サウスセントラル地域 以下の州に居住する選手がサウスセントラル地区大会に参加する資格があります：アーカン
ソー州、
ルイジアナ州、
ミシシッピー州、
ニューメキシコ州、
オクラホマ州、
テキサス州。
サウスイースト地域 以下の州に居住する選手がサウスイースト地区大会に参加する資格があります：アラバマ州、
フロリダ州、
ジョージア州、
ノースカロライナ州、
サウスカロライナ州、
テネシー州。
サウスウェスト地域 以下の州に居住する選手がサウスウェスト地区大会に参加する資格があります：アリゾナ州、
カリフォルニア州、
ネバダ州。
オープン選考会 毎年 Hyperflite Skyhoundz は何回かオープン選考会を開催します
（東部、西部、“ラストチャン
ス”として世界選手権大会の前日）。
オープン選考会には誰でも参加することができますし、
エントリーには地理的
制限はありません。
国際選考会 Hyperflite Skyhoundz 世界選手権大会への国際選考会はいくつかの国で開催されています。
カナ
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ダの選手はカナダで開催される Hyperflite Skyhoundz のどの選考会にも参加する資格があります。欧州の選手
は欧州で開催される Hyperflite Skyhoundz のどの選考会にも参加することができます。
アジアの選手はアジアで
開催されるどの国際選考会にも参加することができます。米国の住民は国際選考会で世界選手権大会への参加
権利を得る資格はありませんが、参加して賞を取ることはできます。
世界選手権大会 Hyperflite Skyhoundz 世界選手権大会は Hyperflite Skyhoundz 地区選考会、
オープン選
考会、国際選考会で入賞した選手に出場資格が与えられます。

競技構成

Sven Van Driessche

地方選手権大会 全ての Hyperflite Skyhoundz 地方選手権大会は以下のどちらかの方法で行われます：
A) 60 秒のディスタンス/アキュラシー を 2 ラウンドしてその得点の合計で順位を決めます。
；または
B) 1 ラウンド 90 秒のフリースタイルの得点の二倍に 60 秒のディスタンス/アキュラシーの得点を足した合計
で順位を決めます。
その地区の主催者に競技構成を確認して下さい。
もし 25 チーム以上の参加があった場合、1 ラウンド目の
得点の上位チームが 2 ラウンドへ進みますが、主催者がそのチーム数（6 チーム～ 10 チーム）
を場合に応じて決
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定します。
地区選考会、
オープン選考会、国際選考会 Hyperflite Skyhoundz の地区選考会、
オープン選考会、国際選考会
は同じ 5 つの部門で構成されています。
：オープン部門、
スポーツ部門、
マイクロドッグ部門、
ユース部門、
ペアーフリ
ースタイル部門。
これらの部門の中で、選手がいくつか違うクラスに参加してもよく、
それによって他のチームと比較して得点を
評価することができます。全てのクラスで賞は上位 3 チームに与えられます。利用できるクラスは部門によって異なり
ます。
重要事項：エキスパートクラスの参加者だけが世界選手権大会へ参加する権利を得られます。
ですから世界
選手権大会に出場したいならば、参加申込時にその権利のある部門のエキスパートクラスにエントリーすることを
忘れないで下さい。
もしそのチームがある部門の複数のクラスに出場したいならば、選手はその部門で一度だけプレイしてその得
点をそれぞれのクラスでの得点とし、順位決定に使用することができます。
オープン部門
（フリースタイルとディスタンス/アキュラシー） オープン部門にはエキスパートクラス、
マスターズクラ
ス、
ノービスクラスがあります。
エキスパートクラスの上位 3 チームだけが世界選手権大会の出場権利が与えられま
す。
ラウンド 1（フリースタイル）
は続くラウンド 2（ディスタンス/アキュラシー）
とラウンド 3（フリースタイル）
へ進
む上位 6 チームを選ぶためのラウンドです。最初のラウンドの得点は上位を選出するためのもので最終得点にはカ
ウントされません。
チームの最終得点は、
ディスタンス/アキュラシーの得点にフリースタイル
（ラウンド 3） の得点の
二倍をプラスしたものとなります。

Disc Dogs! The Complete Guide

™

For more than two decades World Champions Peter
Bloeme and Jeff Perry have taught disc-dog aficionados all over the world how to get started in the fastest growing and most exciting sport on four paws.
Disc Dogs! The Complete Guide, gives disc dog
enthusiasts a proper foundation in the fundamentals and then demonstrates how to excel in
competition or at the local park.

• Expert Instruction

Readers will learn to throw longer, straighter, and more
consistently than previously thought possible. In addition,
with a style that is entertaining and informative, Bloeme
and Perry trace the history and development of the
sport and highlight the many competitive opportunities available for modern canine athletes.
Disc Dogs! is available as a standalone book or packaged with a black Hyperflite Competition Standard Disc.

• 358 (6˝ x 9˝) Pages
• 500+ Color Photos
• Canine Basic Training
• Advanced Tricks
• Competition Overview
• Throwing Pointers
• Pro Tips and Web Links
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¨

www.hyperflite.com

28

Disc Dogs Rock! by Peter Bloeme & Jeff Perry

Sven Van Driessche

オープン部門のタイブレイク：もし 1 位、2 位、3 位に同点が出た場合、次の優先順位で最終順位を決定します。
：1）フリースタイルのラウンドの Athleticism と Wow!Factor のカテゴリーの合計得点の高いチーム、2）ディス
タンス/アキュラシーで得点の高いチーム、3）ディスタンス/アキュラシーのコートで一投だけ投げて対決します。高
い得点を得たチームが勝ちです。
もしそれでもまだ同点であった場合は、
この対決が決着するまで一投ずつ続けま
す。主催者の判断で必要ならば犬に休養を与えることを許可します。
スポーツ部門（ディスタンス/アキュラシー） スポーツ部門にはエキスパートクラス、
マスターズクラス、
ノービスクラ
ス、
チームクラスがあります。エキスパートクラスの上位 3 チームだけが世界選手権大会の出場権利が与えられま
す。
ラウンド1（ディスタンス/アキュラシー）各クラスで上位 6 チームを選出するためのラウンドです。
ラウンド 2（デ
ィスタンス/アキュラシー）両ラウンドの合計が最終得点です。
スポーツ部門のタイブレイク：もし 1 位、2 位、3 位に同点が出た場合、次の優先順位で最終順位を決定します。
：1）両ラウンドで投げた数が一番少なかったチーム、2）ディスタンス/アキュラシーのコートで一投だけ投げて対
決します。高い得点を得たチームが勝ちです。
もしそれでもまだ同点であった場合は、
この対決が決着するまで一投
ずつ続けます。主催者の判断で必要ならば犬に休養を与えることを許可します。
マイクロドッグ部（フリースタイルとディスタンス/アキュラシー） マイクロドッグ部門にはエキスパートクラスだけし
かありません。― エキスパートクラスの上位2チームが世界選手権大会に出場することができます。
Skyhoundz の規定では、
マイクロドッグとは体重 25 ポンド以下か、肩とヒップの中間点の地面からの高さが
16 インチ以下の犬とします。
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どれほどの練習がし過ぎると言うことですか？ ― 度々聞かれる一つの質問があります：
「犬とどれ位練習しますか？」
ディス
クドッグスポーツを新たに始めた多くの人々は、毎日犬と練習するべきだと思っています。
それは絶対に真実ではありません。
一週間に3、4回の上質なトレーニングやクリニックで、
ほとんどの犬を最高の体型に保つのに十分です。他の日は、
エクササ
イズと変化のために少し泳がせたり走らせたりしましょう。
もちろん、
あなた自信の投げる練習を頻繁にするべきでないという
意味ではありません。
トップのトレーナーの多くは定期的に投げる練習をしていますし、犬なしで試合の演技のシミュレーシ
ョンをしています。理想的には、犬には上手く投げた物だけをキャッチする練習をさせたい ― 下手に投げたのは追わせたく
ない！当然のことながら、練習し過ぎてくたびれているよりも元気な犬とショーや試合に参加するべきです。

— Jeff Stanaway, 2003 Hyperflite Skyhoundz
Open Division World Champion
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マイクロドッグの選手は、Competition Standard Pup, FrostBite Pup, Jawz Pup, SofFlite Pup ディスク
を含む K-10 Pup（直径 7 1/4 インチ）全種類のいずれかを使用しなければなりません。
また他のメーカーの物で
あれば全く同じサイズかそれより小さいプラスティックのディスクを使用しなければなりません。
ラウンド 1（フリースタイル）
は続くラウンド 2（ディスタンス/アキュラシー）とラウンド 3（フリースタイル）
へ進
む上位 6 チームを選ぶためのラウンドです。最初のラウンドの得点は上位を選出するためのもので最終得点にはカ
ウントされません。
チームの最終得点は、
ディスタンス/アキュラシーの得点にフリースタイル
（ラウンド 3） の得点の
二倍をプラスしたものとなります。
マイクロドッグ部門の参加者の何人かはオープン部門にも出場しますし、二つの部門のフォーマットは同じな
ので、地区選考会、
オープン選考会、国際選考会では一度だけ競技をすればその得点を両方の部門に活用できま
す。
しかし、
マイクロドッグ部門では前述した通り小さいディスクを使用しなければいけません。
オープン部門ではデ
ィスクのサイズの制限はありません。
マイクロドッグ部門のタイブレイク：もし1位か2位のチームが同点だった場合、次の優先順位で最終順位を決
定します。：1）フリースタイルのラウンドの Athleticism と Wow!Factor のカテゴリーの合計得点の高いチーム、
2）ディスタンス/アキュラシーで得点の高いチーム、3）ディスタンス/アキュラシーのコートで一投だけ投げて対決
します。高い得点を得たチームが勝ちです。
もしそれでもまだ同点であった場合は、
この対決が決着するまで一投ず
つ続けます。主催者の判断で必要ならば犬に休養を与えることを許可します。
ペアーフリースタイル部門（フリースタイルのみ）ペアーフリースタイル部門にはエキスパートクラスしかありません。
競技はフリースタイルの1ラウンドのみ行います
（世界選手権大会では2ラウンド）。― 上位 2 チームが世界選手権
大会に出場することができます。
ペアーフリースタイル部門のタイブレイク：もし 1 位か 2 位のチームが同点だった場合、次の優先順位で最終順位
を決定します。：1）フリースタイルのラウンドの Athleticism と Wow!Factor のカテゴリーの合計得点の高いチ
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ーム、 2） 一番得意で完成度の高い技を 10 秒間でパフォーマンスするスナップショットラウンドを順番に行いま
す。順番はコイントスで決めます。
タイムキーパーは、選手の準備ができた合図でスナップショットのスタートを告げ
ます。
ジャッジはスナップショットのパフォーマンスの全体の印象で勝敗を決めます。
ユース部門（フリースタイルとディスタンス/アキュラシー）ユース部門は、競技に参加する年の 12 月 31 日現在で
15 歳以下の選手だけの部門です。
ユース部門にはエキスパートクラスしかありません。世界選手権大会への 2 つ
の出場権は、各 Hyperflite Skyhoundz 選考会のユース部門にも拡げられました。
ユース部門のタイブレイク：もし 1 位、2 位、3 位のチームが同点だった場合、次の優先順位で最終順位を決
定します。
：1）
フリースタイルのラウンドの Athleticism と Wow!Factor のカテゴリーの合計得点の高いチーム、2
）一番得意で完成度の高い技を 10 秒間でパフォーマンスするスナップショットラウンドを順番に行います。順番は
コイントスで決めます。
タイムキーパーは、選手の準備ができた合図でスナップショットのスタートを告げます。
ジャッ
ジはスナップショットのパフォーマンスの全体の印象で勝敗を決めます。

Skyhoundz 競技大会

クラスの種類

競技クラスは部門によって異なり、 Hyperflite Skyhoundz の地区選考会、
オープン選考会、国際選考会のみで
適用されています。
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エキスパートクラス 誰でも参加できます。
マスターズクラス 9 歳以上の犬（競技に参加した日現在）。
マスターズクラスに登録した犬が同時にエキスパートク
ラスに出場することはできません。
ノービスクラス 以前に Hyperflite Skyhoundz の地区選考会、
オープン選考会、国際選考会のオープン部門、
ス
ポーツ部門、
マイクロドッグ部門、
ペアーフリースタイル部門のエキスパートクラスで上位4位以内になったことがな
い犬か選手で構成されているチームが参加できます。
チームクラス チームは男女で構成されますが、
どちらかが 16 歳以下の場合は同姓同士でもかまいません。
チーム
クラスでは選手は交互に投げます。

大会スケジュール

Skyhoundz 地方選手権大会のスケジュールはこちらをご覧下さい：
http://skyhoundz.com/localschedule.html
試合は素晴らしいです、
しかし、
あなたがそもそも一番の友にディスクを投げ始めた理由を忘れないで下さい。2、3 年前、私
が非常に試合の勝敗だけにこだわる様になってしまい、私の愛犬「バウディッチ」
と私は今まで得ていた楽しみを本当に感じ
られなくなってしまいました。
それは私達の演技と士気に影響を与えました。私はメジャー、
コーン、
ストップウォッチを時々家
に置いておくべきだと悟りました。
ディスクを一枚持って、
お気に入りの公園へぶらりと歩いて行って、
ただ遊んでみましょう。
私が試合について考えるのを止め、楽しむことだけを始めたら、
「バウディッチ」
に投げることは完全な楽しみとなりました。彼
が空中からディスクを素早く捕まえる時は何時でも、必ず私に笑顔をもたらしてくれます。

Sven Van Driessche (Sequence)

— Larry Beatty and “Bowditch,” 2004 Hyperflite Skyhoundz Sport Division World Champions
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U.S.地区選考会とオープン選考会はこちらをご覧下さい：
http://skyhoundz.com/usregionalchampionships.html
国際選考会のスケジュールはこちらをご覧下さい：
http://skyhoundz.com/internationalchampionships.html
世界選手権大会のスケジュールはこちらをご覧下さい：
http://skyhoundz.com/worldchampionship.html

構成とジャッジ

Hyperflite 主催のディスクドッグ大会に出場しようと他の主催者の大会に出場しようと、大会ルールを完璧に理解
することは成功するための一番のチャンスです。多くの選手は自分の慣れている方法や習慣で試合をしようとしま
す。
この方法に問題は無いのですが、
もし他の試合のルールや規則を十分に理解していなければ、過去の成績と同
じ様な結果を期待できません。何ヶ月も7枚のディスクを使ってフリースタイルを練習して

Disc Dog Training DVD
™

®

perf
l i tereserved.
. co mHyper©2009www.h
Hyperflite, y
Inc.
All rights
flite is a registered trademark of Hyperflite, Inc.
Unauthorized duplication, lending, public performances and broadcasting of this DVD prohibited.
www.hyperflite.com

™

Disc Dog Training DVD is an action-packed one-hour DVD
featuring tips and techniques developed by internationally
renowned canine disc World Champions Peter Bloeme and Jeff
Perry. Whether your canine is a puppy or an older dog, a novice
or a proficient disc grabber, you will learn the
training techniques used by the experts. Available
in regular or Pup sizes.

Disc Dog Training DVD includes free Hyperflite
Jawz Disc (8 ¾" diameter | 145 grams) or Hyperflite
Jawz Pup Disc (7” diameter | 90 grams)

Hyperflite
¨

www.hyperflite.com

35

Disc Dogs Rock! by Peter Bloeme & Jeff Perry
いたのに、
その大会では5枚のディスクしか使用できないと大会
に来て始めて知ったとしたら、
とてもショックに違いありません。
試合によって多数の微妙な違いがあります。試合の戦略を変える
ことによって頭を悩ませるよりも、逆に大会間の違いとその特徴
を楽しみましょう。仲間の選手達をしのぐほどのルールの知識を
持って、試合に望んでみませんか。
ほとんどの大会は選手達に、
試合の始まる前にルール説明を直接行っています。
このような説
明には必ず顔を出してよく注意して聞きましょう。
もし何か質問が
あったら、
たとえ一つでも疑問があったらとにかく聞いて下さい。
ジャッジは皆さんの声を聞きたがっています！
結局、全て正しいことをしても期待しているほどまだ得点を
得られないかもしれません。公園スタッフやレクリエーションスタ
ッフがジャッジしている地方の大会のジャッジの経験レベルと、
経験豊富なディスクドッグのジャッジがジャッジしている地区大
会のレベルの間には度々大きな差があります。以前、
ある世界チ
ャンピオンに言われたことがあります。彼が世界チャンピオンにな
った同じ年の地方大会で 11 位になったことがあるそうです。客
観的に物事を見て楽しむことを忘れないで下さい！もしあなたが
経験者ならば、地方選手権大会はもっと経験のある主催者によ
ってジャッジされる定期的な選考会のための春期トレーニングだ
と思って下さい。

約 20 年前、
ディスクドッグスポーツの発展の元となった本 “Frisbee Dogs: How to Raise, Train, and Compete” の出版の時
に、
なぜ犬にディスクプレイを教えるのですか？という質問に答えよ
うと思いました。
現在では、
ディスクドッグスポーツの参加者数とほ
ぼ同数の質問とそれに対する答えがあります。
ディスクドッグスポー
ツの熱狂家のほとんどの人の心の中では、
同じある一つの思いが
響いています。
それは ― 人々がディスクドッグをするのは、
犬達が
本当にディスクドッグを心から愛しているから ― という真実です。
ディスクドッグプレイは犬にとって楽しいだけでなく、精神的
にも肉体的にも挑戦する気持ちを持たせてくれますし、
それによ
って豊かで実りの多い人生（犬生？）
を生きているのを感じてい
るはずです。
ディスクドッグプレイの活動は、犬と人の両方がもっ
と良い関係になるために必要な、友情と尊敬のある特別な絆を
作ります。
ここ何年間もディスクドッグの愛好者から、
ディスクスポーツ
に関わったために元気がなかった犬や乱暴だった犬が全く変わ
ったという話をたくさん教えてもらいました。
このように退屈して
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いた犬や躾のない犬たちが、精神的に刺激を与えられ、
肉体的にぐったり疲れるような運動を、突然毎日決まってす
るようになったのです。
その結果、壁を跳ね回っていた犬が一日の終わりに満足して飼い主の足下で寝るようになっ
た、
というようなお話をたくさん伺いました。
忙しいスケジュールの人は、裏庭や近くの公園での 10 分のディスクプレイが、一時間の散歩より犬にとっても
っと楽しくより良いエクササイズだということを発見するでしょう。
また、
ディスクドッグプレイの人気の恩恵を受けるのは、保健所と動物保護団体です。素晴らしい家族のペット
を作ることに加えて、保健所の犬がとても素晴らしいディスクドッグになるのは今や周知の事実です。多くの活動的
なディスクプレイヤーは、
ほとんどの人が乱暴な素質と神経質な行動の故に引き取るべきでないと考える犬を、保健
所から探し出します。事実、世界選手権大会で優勝した犬の多くが、誇り高き飼い主によって保健所や動物保護団
体から引き取られた雑種です。他の犬の活動とは違って、
ディスクドッグ大会は血統や技術レベルに関わらず全ての
犬に平等でオープンだからです。
ほとんどの人は皆、経験豊富なチームメイトによってその能力を引き出され、十分にトレーニングを受けた犬の
優雅さと流れるような動作を見るのが大好きです。
ナショナルフットボールリーグのハーフタイムショーで、素晴らし
いディスクドッグチームの演技を見たことのある人皆に聞いてみて下さい。
いつもディスクドッグがショーの人気を独
り占めしてしまいます。
そして、
ディスクドッグの生き方があります。熱狂的なディスクドッグ愛好者たちの大きくて活気のある団体が、
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米国のほとんどの州や多くの国々にも同様に作られています。
これらの社会的グループはディスクドッグクラブと呼ば
れ、
ディスクドッグがただ偉大なエクササイズだけでなく、
同様に生き方であることを実感した愛犬家達を呼び寄せ
ています。彼らは食べて、飲んで、休息しながらディスクドッグの夢を語り合います。
もちろん、
ディスクドッグファミリーは誰でも大歓迎です。多くの人間のスポーツと違って、
チーム間の関係は温
厚です。
もちろん人々は勝ちたいのですが、楽しむことが究極の目標です。
もし、
あなたが新しく情熱を傾けているデ
ィスクドッグの初心者で、助言を求めているならば、
そのファミリーの助け合いと協力の精神にとても驚かされるでし
ょう。
ただあなたは聞けばいいのです、
そうすれば多くの選手達がまるであなたをもう何年も知っている旧友のように
助けてくれるでしょう。
多くの人は経験を積んだ選手達や大観衆の前で競技すると想像するだけで怖がってしまいます。
でもそんな
必要はありません。試合は犬にとって偉大な楽しみであり、
ほとんどの場合、聴衆の声援は本当に犬をやる気にさせ
ます。
スポーツは確かに数年間で変わりましたが、
そのユニークな魅力を保ってきました。
ほとんどのディスクドッグプ
レイヤーにとってお金が問題ではありません。
なぜならこのスポーツではほとんどお金が手に入らないからです。事
実、
ほとんどのディスクドッグプレイヤーは、実際に賞金はスポーツには悪い物だと思っています。私達が犬と特別な
関係に集中するのを惑わせる物は、
どんな犠牲を払っても避けるべきだとディスクドッグプレイヤーは確信していま
す。
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ディスクドッグがあなたの人生にどんなに影響を与えるかを予言することはできませんが、必ず何かを与えてく
れるはずです。犬のディスクスポーツは、人生を心ゆくまで生き、犬を楽しい人生の仲間に巻き込みたいと思ってい
る人々の間で人気が続いています。
あなたの旅は今始まったばかりで、
あなたとあなたの一番の友達は人生のある
時代を確実に共有することになるでしょう。結局、
ディスクドッグは一目惚れならぬ一噛み惚れです！

Sven Van Driessche

Semper Fido!
Peter Bloeme and Jeff Perry
Co-Founders, Hyperflite, Inc.
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1994 年、
日本でのディスクドッグの初期の仕事の
頃に、
私達がフジテレビの
「戌年」
の特別番組を通
して日本の皆さんにディスクドッグスポーツを紹介
できたのは光栄なことでした。
ある日、私達はある
好奇心と時間をもてあましていたので、東京の渋
谷駅まで驚くほど正確で機能的な日本の地下鉄
に乗って行きました。
渋谷駅の一つの出口から数歩出たところで
気がつくと、私達は伝説の忠犬の銅像の所にいま
した。
「ハチ公」
の感動の真実の物語は、犬と特別
な絆を十分に共有している人なら誰でも感動する
お話です。
「忠犬ハチ公」
と近くの大学の教授で飼い
主の上野英三郎博士は、1924 年に東京に来ま
した。毎日上野博士は
「ハチ公」
を同伴して、仕事
に向かう渋谷駅まで歩きました。
「ハチ公」
は上野
博士が大学から帰ってくるまで、
当時駅で辛抱強
く待っていたものでした。
1925 年、上野博士は病気になり、大学で働
いている時突然亡くなってしまいました。
たとえ
「
ハチ公」
が上野博士の亡くなった時たった 2 歳
だったとしても、彼らの間の愛情の絆は
「ハチ公」
の残りの人生に生き続けました。
たまに家に帰り
ましたが、
「ハチ公」
は大学から帰ってくる友を何
日も続けて駅で待っていました。彼は 11 年間ずっと待ち続け、
とうとう彼が友を最後に見た場所で亡くな
っていました。何年間も多くの人が
「ハチ公」
の忠実さに感激しました。
その栄誉を讃えられ 1934 年、
この
特別な犬の像が建てられ、彼の献身は人々に真の忠実と愛の教訓を伝えました。
「ハチ公」
の教訓を忘れないように、私達は全ての犬が現実に表す人間への無条件の愛と忠実を、
ディスクプレイヤーに思い出させる方法をじっくり考えてみました。最終的に、
これらの気持ちを最大級に
簡潔に要約しているラテン語の言葉を見つけました。
その言葉 “Fidelis Caninus Amiculus” ― その意
味は
「犬は忠実な友達」― は 2007 年のシーズンの初めから全ての Hyperflite の入賞のメダルに書か
れています。

— Peter Bloeme and Jeff Perry
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AT&T Field • Chattanooga, Tennessee
September 22-23, 2012, 10 am-6 pm

Disc Dogs Rock!
世界で一番カッコイイドッグスポーツの入門書！

元世界チャンピオン ピーター・ブルーム、元世界チャンピオン ジェフ・ペリー 共著
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が全て載っています。
第一回フリスビードッグの世界
選手権大会から35年以上経過
していますが、ディスクドッグと
その大会が、今ほどこんなに人

いる Disc Dogs Rock! は、
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気があったことはありません。
あ
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って愛情を込めて創作され
ました。 Disc Dogs Rock!
には豊富なトレーニング情
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元世界チャンピオン ピーター・ブルーム と 元世界チャンピオン ジェフ・
ペリー は30年以上もディスクドッグスポーツに関わってきて、
何万人も
の愛犬家に紹介してきました。全ての世代の愛犬家が楽しめて、家族み
んなが病みつきになって人生が変わってしまう程のスポーツなのです。
この二人は、Hyperflite Flying Discs を創り、
画期的な K-10 フラ
イングディスクの特許を取得しました。
これは犬の競技用に限
定してデザインされた歴史上最初のディスクです。

