2022年（第79回）日本訓練ジーガー競技会

併催：2022年（第7回）日本臭気選別専科訓練ジーガー競技会
2022年 日 本 単 課 目 訓 練 ジ ー ガ ー 競 技 会

と き ● 2022年5月21日(土)〜22日(日）＊20日（金）は公開練習日
と こ ろ ● 長野県諏訪市郊外 霧ヶ峰高原 （予定）
主 催 ● 公益社団法人 日本シェパード犬登録協会

2022年日本訓練ジーガー競技会
出場資格について

（公社）
日本警察犬協会登録犬の
ＪＳＶ単犬登録と日本訓練ジーガー競技会への出場を認めることといたします。
但し、登録の際は以下の条件を満たした犬に限ります。
1.

今大会の出場の申込みを同時に行なうこと
（下記、
出場資格を満たしていない場合、
申込み不可）
2. 当該犬の年齢が2才以上であること
登録料金は3,300円
（税込）
申請の際は①『単犬登録申請書』
、
②
『PD血統書
（コピー可）
』
、
③『訓練手帳（コピー可）』
（IGP取得犬の場合）
を、
添付して申請下さい。
１、
出場資格

（1）
 所有者、指導者ともJSV有効会員であること。

（2） 本 協会登録犬でZPr以上または、IGP1（旧：
IPO）以上の訓練資格を有すること。

 （3）
  発情牝犬は、
各課目の最後に出場できるが、
必ず
事前に担当審査員に届け出なければならない。

（4） 狂犬病予防注射を受けていない犬、
または有効期

限が切れている犬、
病犬、
咬癖犬は出場を禁じる。

（5） 日本臭気選別専科訓練ジーガー競技会は他協
会登録犬、他犬種も出場可能。

30,000円

いずれかの条件で金額が変わります。

10,000円

（2）
本協会登録犬で所有者または指導手
が会員

 （1）
出場申込先：JSV本部事務局
① 出場申込書

② 有効な狂犬病予防接種済証明書
（コピー可）

③ IGP（旧：IPO）資格を持っている犬の場合、訓
練手帳等のコピー

 上の必要書類を郵送、
以
またはFAX、
メールでお送り下

さい。電話での申込み、
当日出場は受け付け致しません。
（1） 目録を一頭につき、
一冊配布します。

・日本訓練ジーガー競技会（1頭につき）

（1）選別競技のみ

締切り日：5月6日
（金）
厳守

4、
出場要領

２、
出場料

・臭気選別競技（1頭につき）

3、
出場申し込み要領

3,000円

（3）
本年日本訓練ジーガー出場

0円

（1）
 場料は必ず申し込みと同時納入を厳守して下さい。
出

（2） 出場順は申込み締切り後、本部にて、決定致し
ます。
２頭以上出場の場合は競技が円滑にでき

るように配慮します。
5、
競技日程

（1） タイムスケジュールについては、決まり次第ホー
ムページにて掲載致します。

（2） A.B.C.Dのグループに分けて競技を実施します。
（グループは頭数によって増減します。
）

（2）
出 場のキャンセルについて、5月1 3日までは
15,000円を返金致します。

5月14日以降の出場キャンセル、
当日欠席の場
合は返金致しません。
ご協力お願い致します。
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☆ 開会式は新型コロナウィルス感染拡大予防の為、
21日(土)午前中競技終了後、
放送にて行います。

★課目の順番決めについては20日
（金）17:00、大

会本部にて各グループ代表者にお集まりいただ

き、理事、審査員、師範会長立会いの元、抽選を

行います。結果についてはグループ代表者から各
自連絡、本部公式HP、
ツイッターにも掲載いたし
ます。
密集を避ける為、
お集まりいただく際は代表者の
みお越しください。
★持ち回りのジーガー、
ジーゲリン優勝旗、盾の返
却については、20日
（金）14:00以降に大会本部
までお持ちいただくか、5月6日(金）
までに本部事
務局までお送りください。
☆ 出場受付は20日
（金）14:00から大会本部前に
て開始予定。
☆ 閉会式は全競技終了後、放送にて行います。
☆ 競技は、
各グループごとに早朝より実施しますが、
天候等の異変により変更する場合がございます。
6、
入賞犬
（1） 牡組・牝組に区分して実施します。
（2） 2022年・日本訓練ジーガー及び日本訓練ジー
ゲリン各1頭。
（3）評価
（4）称号
V

96％以上

SG

90 ～ 95.5％

B

70 ～ 79.5％

G

M

80 ～ 89.5％
0 ～ 69.5％

・ジーガー／ジーゲリン
総合評価260点以上で、最高得点の犬
・ジーガーグルッペ／ジーゲリングルッペ
総合評価260点以上の犬

・リザーブジーガーグルッペ／リザーブジーゲリングルッペ
総合評価 240～259.5点の犬

（※今大会より、称号付与点数の引き下げを致します。）
（お詫び：会報2022年春号ではリザーブジーガー/
ジーゲリングルッペ 総合評価240〜「250」点と記載
されてしまっておりますが、正しくは上記「259.5」点
となります。
）

れない。
（5） 入賞：牡牝ともに総合評価 210点以上の犬

（以上予定）

7、
賞状・賞品

 （1） ジ ーガー、
ジーゲリンに各優勝旗授与（持ち回

り賞）。入賞犬に賞状及び賞品を授与します。
メ
ダルは全犬に授与されます。
ガウンはジーガー
グルッペ／ジーゲリングルッペまでとします。
（2） 指導手賞：総合順位1席から3席まで牡、牝別。
（3） 課目優秀賞：上位3頭に課目優秀賞を授与します。

（4） 繁殖奨励賞
1.犬舎 賞：本競技会において総合評価B以
上の犬を作出した犬舎の犬舎主を、
対
象となる犬の獲得点数の総数により表
彰する。
プロアマの区分はありません。
（上位3位まで）
2.種牡賞：本競技会において総合評価B以
上の犬を産出せしめた種牡犬の所有
ジーガー・ジーゲリン

5点

ジーガー・ジーゲリン Gr

4点

入賞

1点

R ジーガー・ジーゲリン Gr

3点

者を、対象となる犬の獲得点数の総数
により表彰する。
（上位5位まで）
 （1） いずれもJSV会員を対象とする。
 （2） カッコつき犬舎名及び所有犬の未譲渡等は認
めません。
 （3） なお、上位にあって未資格の出た場合は繰り上
げはいたしません。
（以上予定）
8、
訓練資格称号の付与
総合評価 G 以上で 3 課目全てが G 評価以
上であるとき訓練資格 S-PH が与えられる。

9、
出場目録の広告要項
（１頁につき）
・文字広告

締切日 5月6日
（金）
厳守

10,000円

・写真広告
裏表紙
（カラー）
40,000円
表紙、
裏表紙ウラ
（カラー）
30,000円
その他頁
（カラー）
25,000円
その他頁
（モノクロ）
10,000円
※写真を1頁に2枚以上掲載する場合は、表4を除き
1枚につき2,000円増となります。

但しジーガー／ジーゲリン、
ジーガーGr／ジーゲリン
Gr、R ジーガーGr／R ジーゲリン Gr においては全
ての課目で B 評価（70 点）以上であることが必要で
ある。席次は点数順であるが 3 課目のうちに M 評価
（69.5 点以下）が含まれている際には称号は付与さ
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※ 注意事項 ※

１、道路以外の原野に自動車の乗り入れは厳禁。
「高原線は路上駐車を禁止し、必ず駐車場又は進入道路を使用すること」

２、犬の糞便、空き缶、残飯等を原野に捨てないこと。
フンを地面に埋めることは厳禁。
３、草原地帯の清潔と保護に務める。
４、観 光客、その他の人に危害、迷惑等をかけないこと。
５、山林火災の発生しやすい季節なのでタバコ等火の始末に心掛ける。
６、本部係員の指示に素直に従って下さい。
７、競 技会開催日までの練習には、指定場所以外は使用しないで下さい。
８、会場の霧ヶ峰高原強清水付近の草原地帯への立入りは５月の連休明け以降として下さい。
上記の事項は、諏訪市民生部環境衛生課、観光課及び牧野農業協同組合からの厳達事項であり、
これを厳守するという条件で原野の使用を許可され、違反した場合は次年度からは借用できなく
なりますので悪質な違反者は出場を停止します。

※ 霧ヶ峰会場使用について ※

訓練ジーガー出場犬以外の会場練習は禁止いたします。
但し、出場者がグループで練習を行う際にヘルパー等、協力者の帯同犬、または、出場者の帯
同犬については、出場者の練習時間外での会場練習を認めます。追求会場での練習は、出場犬
のみとします。
※ 会員各位へのお願い
競技会へのご支援及び指導手激励のため、会員
各位に賞品の寄贈をお願い申し上げます。
【ご案内事項】
１、競技会本部及び役員宿舎
長野県諏訪市強清水 ヒュッテ霧ヶ峰
TEL： 0266-57-0333
２、上諏訪駅より霧ヶ峰への交通機関
中央東線・上諏訪駅下車、駅前より霧ヶ峰まで
バ ス 1,100 円 (40 分くらい )
※運転本数少ない
タクシー 5,000 円程度
※所要時間 30 分くらい
３、衣服の準備
会場は高原地帯ですから気温も低く、霧、雨に対す
る雨具 ( ゴム長等 ) を十分に用意して下さい。

４、霧ヶ峰の旅館紹介
(1) 旅館から会場まで直ぐです。
(2) 希望の旅館があれば各自で直接予約して下さい。
(3) 旅館の紹介
* ホテル こわしみず
TEL：0266-52-1983
* 双葉屋
TEL：0266-52-0560
* ヒュッテ霧ヶ峰
TEL：0266-57-0333
宿泊ご希望の方は、別項旅館あてに直接お申し込み下
さい。

愛犬家のマナー

来た時よりも美しく！
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