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このドッグダンス競技会規程は「Pet Studio Hocci」によって 翻訳されました。
日本語の解釈が英語と異なった場合は英語版FCI国際競技会規程が優先されます。

-----------　無断転載・無断転用を禁止いたします　-----------

FCI国際ドッグダンス競技会規程
＜一部省略＞

9月12日（土）ドッグダンス・テストマッチ用に
関係しない部分を省略して参加者に配布しています
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これら規程の目的は、飼い主、トレーナー、ハンドラーがドッグダンスのトレーニングをする事で、トレーニ
ング技術を磨き、向上することを奨励するものです。規程は、すべての犬種が平等に競争でき、犬の福祉が保
証されるように作られています。
ドッグダンスにおける目的は、犬とハンドラーが音楽と組み合わされた芸術的なルーチンを考え実行すること
であり、優れた働きをすると犬とハンドラーのサポートで間で明らかな協力関係を示します。この分野に関わ
るトレーニングは、飼い主に対応する犬の意欲、ひいては日常生活における全体的な行動を高めます。訓練さ
れた犬は、一般社会と飼い主の受け入れに貢献します。
これらの国際ルールは、各国が独自のルールと独自のアイデンティティを維持できるように設定されています
が、国際大会ではFCIが共通のルールとして提供します。
これらのルールは、ドッグダンスのスポーツを促進し、国境を越えた競技会をサポートおよび促進するために
まとめられました。

5 犬のインターナショナルチャンピオンタイトル 
5.1 インターナショナルドッグダンシングフリースタイル（FS）証明書（CACID  FS）
5.2 インターナショナルドッグダンシングヒールワークトゥミュージック（HTM）証明書（CACID HTM）
5.3 FCIインターナショナルドッグダンシングヒールワークトゥミュージック　チャンピオンタイトル C.I.D（HTM）と

FCIインターナショナルドッグダンシングフリースタイル　チャンピオンタイトル C.I.D（FS）  

4 ヒールワーク・トゥー・ミュージック（HTM）とフリースタイル ................................................................. 14 
4.1 ヒールワーク・トゥー・ミュージック（HTM）  

4.1.1 「理想的な」ヒールワーク・ポジションの定義  
4.1.2 技術的難易度 
4.1.3 ヒールワーク・トゥー・ミュージック（HTM）のポジション...................................................14～16

4.2 フリースタイル ......................................................................................................................... 16
4.2.1 技術的難易度  
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1 FCI ドッグダンス競技会の管理、参加者、及び、審査 

1.1 

1.2 

1.3 

FCIドッグダンス公式競技会の開催（国際競技会およびワールド/セクションチャンピオンシップ）

FCIドッグダンス公式競技会（国際競技会および世界大会/セクションチャンピオンシップ）の開
催。各FCI加盟国は、どのクラブや組織がFCIドッグダンス公式競技会を開催できるかを決定しま
す。 FCI国際大会はFCIの承認が必要です。

FCI ドッグダンス競技会に関する国内規程 
これらの規則に加えて、開催国の規則と規制を遵守する必要があります。 ただし、国際大会で
は、国際規則が優先されます。 各国統括組織（以下NCO、日本ではJKCにあたる）の競技会は、
国内ルールの下で開催される場合があります。

FCI 国際イベントへの参加資格 
ハンドラーは、FCI関連のNCOに属するクラブメンバーである必要があります。また、ハンド
ラーは自国の競技資格が必要です。
FCIインターナショナルドッグダンス競技会がドッグショーと関連して開催される場合、犬を
ドッグショーに出場させる必要はありません。 これは、FCIワールド/セクションチャンピオン
シップとFCI国際大会のいずれにもに適用されます。
これらの競技会に参加するすべての犬は、FCI関連のNCOまたはFCIが特定の了解書
（AKC、CKC、KC）に署名した組織に登録される必要があります。
犬は各種目（ヒールワークからミュージックまたはフリースタイル）に1度のみ参加でき、同じ
競技会で両方の種目に参加することができます。

1.3.1 FCIインターナショナル競技会の参加資格（個人戦） 

通常、FCIインターナショナル競技会に参加する犬の資格（登録、クラブメンバーシップなど）
は、代表になった犬のNCOの規則と、競技会が開催される国の規則によって定義されます。
ただし、FCIインターナショナル競技会に参加する犬は、生後18ヶ月以上でなければなりませ
ん。NCOは、自国の犬がFCI国際競技会に参加できるように、国内のどのクラスレベルを代表認
定とするかを決定する必要があります。犬とハンドラーのぺアは、母国で最高クラスに出場する
資格を持っている必要があります。

1.3.2 FCI ワールド/セクション・チャンピオンシップの参加資格（個人およびチーム戦） 

チャンピオンシップへの参加適性を評価する責任のあるNCOによって、犬とハンドラーの代表ペ
アがエントリーされます。NCOが、チーム名を付ける事によって、各ペアの犬がチャンピオンシ
ップイベントの環境下で問題なく対処できる十分な経験を持っている事を評価する責任がありま
す。FCIワールド/セクションチャンピオンシップに参加する犬も、18ヶ月以上である事。
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参加するハンドラーは、14歳以上である必要があります。各NCOには、ハンドラーの参加資格に
関してさらに制限する場合もあります。
ハンドラーは、自身が国籍を持つ国または合法的に居住している国で競技する必要があります。
ハンドラーがある国の代表として競技した後、その国のNCOおよびFCIドッグダンス委員会の承
認がない限り、代表国の変更はできません。意義がある場合は、FCIドッグダンス委員会が意義
の対象となるすべてのデータのヒアリング後、最終決定を下します。

NCOがドッグダンス委員会を持たない場合、その国のNCOの承認をうければ、NCO以外のドッグ
ダンス組織（団体）がFCI選手権に参加することが許されます。
FCI選手権のエントリーは、FCI関連のNCOが提出する必要があります。主催者は、NCOのエン
トリーの締切期限を通知しなければなりません。締切期限後に、まだ空きがある場合は主催者は
NCO以外（無所属）の「犬とハンドラーのペア」からのエントリーを受け入れることができま
す。無所属ペアの結果は、ナショナルチーム（代表チーム）の最終結果に含まれません。

「チーム戦」に出場する代表チームは、最低3、最大4の犬とハンドラーのぺアで構成される必要
があります。代表チームの成績は、チーム内の上位3ペアの得点の合計で決定されます。この段
階で2つの代表チームが同じ得点の場合、4番目のメンバーの得点でチーム戦の順位が確定されま
す。それでも２チームが同点の場合は、同点の場合のルール（p.13）が適用されます。

FCIワールド/セクションチャンピオンシップの各種目（Heelwork to MusicまたはFreestyle）の
前回優勝者が代表チームに含まれていない場合、そのハンドラーがNCOから処分を受けていない
限り、自分の犬と一緒に「個人競技」に参加することが許されています。前回優勝者の得点は、
代表チームの得点には含まれず、「個人競技」のみの得点となります。前回優勝者が国の代表
チームメンバーに選ばれた場合は適用されません。

1.3.3 健康 

伝染病や感染症にかかっている犬、または鉤虫、疥癬などの害虫がいる犬は、FCIインターナ
ショナルドッグダンス競技会に参加できません。テーピング、縫っている、包帯をしている犬も
参加できません。

1.3.4 ドーピング防止および予防接種規則

犬が所属する国と競技開催国のワクチン接種規則とドーピング規則に従わなければならない。
これらは、競技会開催国のウェブサイトで公開する必要があります。

1.3.5 攻撃性 
攻撃的な犬は競技会場に入場できません。競技開催中いかなる時も（自分の演技前、演技中、
または演技後）他の人や犬を咬んだり、咬もうとしたり、攻撃したり、攻撃しようとした場
合、審査委員長はその犬を失格にします。事件は犬のワーキングブックに記載され（所属国で
提供されている場合）演技がすでに完了していても、すべての点数を失います。数日開催のイ
ベントでは、失格は他の日にも有効であるため、その犬は競争会に参加できません。
事件は最終結果に記載され、犬が所属する国のNCOと開催国のNCOに報告書を送付する必要が
あります。上記の措置に加えて、国内規制に従わなければなりません。
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1.3.6 手荒なハンドリング

競技開催中いかなる時も（自分の演技前、演技中、または演技後）犬を罰することは禁止されて
います。体罰はもちろんですが、犬に向かって威圧的に怒鳴ることも同様に禁じます。審査員
は、ハンドラーが犬を口頭または肉体的に虐待しているかを判断します。ルーチン中にこれら
が発生した場合、審査員は演技を中止することができます。自身の犬を虐待しているハンド
ラーは失格とするべきです。犬に対する虐待の疑いがある時は、ヘッドスチュワードに知ら
せ、ヘッドスチュワードは審査員に報告する必要があります。

1.3.7　ヒート中及び妊娠中のメス犬　　Woofにヒート犬が入れませんので参加できません
ヒート中のメス犬は、FCI国際大会とワールド/セクションチャンピオンシップに出場できます
が、競技会の最後に出場できます。ヒート犬は、他のすべての犬が演技を終了するまで、競技施
設及び周辺エリアから遠ざけなければなりません。主催者は、メス犬がヒート中であることをで
きるだけ早く、朝のブリーフィングまでに通知されなければなりません。
妊娠中のメス犬は、FCI国際大会とワールド/セクションチャンピオンシップに出場することは
できません。
競技日の前75日以内に出産したメス犬も除外する必要があります。
不明確な場合、ハンドラーは獣医の証明書を提供するように求められることがあります。 各
NCOは、メス犬の参加資格についてさらに制限を設ける事もできます。

1.3.8 外見の変容 

断尾、断耳されている犬、または美容上の理由で外見に変容が加えられた犬は、その犬の所属
国および競技会開催国の法的規制に則っている場合のみ許可されます。 犬の外見の変容による
規制は、国内規則に明記され、国のウェブサイトに掲載されるべきです。

1.3.9 去勢または避妊された犬
避妊および去勢された犬は競技会に出場することができます。

1.3.10 犬の検査
必要に応じて、審査委員長は競技の開始前にリングの外の犬をチェックする必要があります。
必要と思われる場合は、獣医師による診察を追加的に要求することができます。
開催国の規則で、すべての犬が獣医師の検査を必要とする場合もあります。
犬の健康が競技によって危険にさらされる可能性があると診断された場合、審査委員長はその
犬の参加を認めるべきではない。

1.3.11 FCI 審査員
すべてのFCI国際大会及びチャンピオンシップでは、3名または5名からなる審査員団を作りま
す。世界選手権では、活躍している5名の審査員が望ましい。審査員からの点数はすべてカウン
トされます。審査員チームの審査の1人が審査員長（ヘッドジャッジ）として任命されます。審
査員長は、審査員チームの議長にもなります。
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競技中にこの規程にない出来事が発生した場合、審査委員長は進行方法や出来事のをどのように
対処するかを判断し決定します。審査委員長は決定を下す前に、審査員チームとその問題につい
て協議することができます。審査員の決定は最終的なものであり、どの競技者も審査の決定に異
議は唱えられません。

FCIインターナショナルドッグダンス競技会の審査員は、ドッグダンスの審査に関する十分なト
レーニングを受け、自国のNCOから認可を受ける必要があります。
FCIインターナショナルドッグダンス競技会の場合、ジャッジには少なくとも2年または15回の審
査経験が必要であり、FCIワールド/セクションチャンピオンシップの審査には少なくとも3年の審
査経験が必要です。
各NCOクラブには、これらの要件を満たす審査員の独自のリストがあります。 FCIインターナ
ショナルコンペティションを主催するクラブは、審査員が所属する国のNCOのリストから各審査
員の資格を確認する必要があります。国際審査員は、特に明記されていない限り、4つのFCI公用
語のいずれかでコミュニケーションできる必要があります。この情報は、審査員が所属するNCO
からも入手できなければならなりません。
偏重の可能性による資格停止︓国内規制は、偏重の可能性による不適格性を定義しています。
FCIインターナショナルコンペティションおよびチャンピオンシップでは、FCI不適格ルールに従
う必要があります。
審査員は可能であれば、開催国によりFCI国際大会および選手権の審査に少なくとも1年前に招待
されるべきです。

1.3.12 スチュワード 

競技会にはチーフスチュワードが任命されなければならない。チーフスチュワードは、大会を手
配するためのすべての要件（リング、審査用紙など）を担当します。
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1.4　保険

1.5　ハンドラーの義務

FCIは、これらのドッグダンス規則の適用によって生じたいかなる損害についても責任を負いま
せん。競技会の主催者は、保険契約をすることによって、または他の手段を通じて、競技会で起
こり得る損害に備える必要があります。
主催者は、審査員と競技役員のためのグループ保険と、聴衆、役員または部外者に対する個人ま
たは財産の損害を補償するための賠償責任保険に加入している必要があります。
ハンドラーはスポーツ傷害をカバーする有効な保険に加入している必要があります。 ハンド
ラー/または犬の所有者は、彼らや彼らの犬が引き起こした損害に対しての責任があります。

ハンドラーの義務は、競技施設に入るときに始まり、表彰式後の会場を出るときに終わります。
すべてのハンドラーは、規則、規程、チーフスチュワードの指示に従う必要があります。
ハンドラーには、最高の振る舞い、及び適切な服装が期待されています。
ハンドラーが規則を守らなかったり、不適切な行動をした場合、失格となることがあります。
競技用リングの設営中又は設営後は、権限を有する者（チーフスチュワードまたはヘッドジャッ
ジ）の許可がない限り、自国の指定されたトレーニング時間以外に、ハンドラーは犬と一緒に競
技用リングに入ることはできません。



犬がリング内で首輪を付けずに演技することはとても歓迎されます。リング内では1つの首輪
のみ使用できます。飾ることはできますが、首輪のサイズは犬の肩を超えてはいけません。
必要に応じて、ハーネス、コート、マズルなどをリング外で着用できますが、マズルを使用す
る場合は、犬が自由に飲んだり呼吸したりできるものでなければなりません。
スパイクチェーンまたは電気ショック首輪、その他の同様の拘束装置または手段は禁止されて
います。この制限は、競技会の開始から終了まで有効です。
犬の視界を確保するために、長毛犬（頭部）にゴムのヘアバンドを付けることができます。ヘ
アバンドの目的は、主に犬の視界を向上させることであり、装飾と見なされるべきではありま
せん。
光物やヘアカラーで犬を飾ることは禁止されています。
犬に服を着せる事は禁じられています。
ハンドラーが自分で小道具を配置または撤去しない場合、リング内の小道具を配置または撤去
するヘルパーを連れてくるのはハンドラーの責任です。リング内に提示されるすべての小道具
は、ルーチンのパフォーマンスに不可欠であり、犬が使用する必要があります。ルーティンの
主な焦点は常に犬にあり、小道具もハンドラーの衣装も犬に影を落とすべきではありません。

2 現場の設備と機材 

2.1 競技リングのサイズ 

ワールド/セクションチャンピオンシップ競技会は常に屋内で開催されるべきです。

国際競技会は、開催国の許可があれば屋外で開催することもできます。
リングのサイズは少なくとも20 m x 20 mで、目印をつける必要があります。 それらは、しっ
かりした「板」または、ロープやテープなど何らかのタイプの境界線を使用して行うことができ
ます。 リングのサイズと配置は、競技会全体を通して一定でなければなりません。
エクササイズは、妨害のない場所で行う必要があります。 競技リングは、障害者や移動に制限
があるハンドラーにも利用できる必要があります。
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1.6　犬の装飾品と小道具

2.3 スコアシート

スコアシートは選手に手渡されます。

2.2 ランニングオーダーの動画撮影による記録と公開

予選ラウンド（HTM 1日目、フリースタイル2日目）と決勝（3日目）の演技中のランニング
オーダーをビデオに記録し、すべての参加者が簡単にアクセスできる形式（YouTubeや
Vimeo、または競技会のウェブサイト）で公開する必要があります。
同じ日に2つのスタートをする選手（例︓予選で2匹の犬、または両方の決勝戦で1匹の犬、ま
たはその他の可能な組み合わせ）の場合、ランニングオーダーで少なくとも5匹の犬の休憩を保
証する必要があります。



参加者は、審査員、ヘルパー、その他の参加者に対して常に礼儀正しく対応します。
競技前、競技中、競技後の不適切な言葉遣いや不適切な行動は、失格及び╱又は、会場への出入
り禁止の対象となります。
ハンドラーは審査員長の許可を得て、リングに入ることができます。

3.1.1 音楽 

音楽の長さは4分を超えてはなりません。最大時間を超えると、減点されます。超過時間が15秒
を超えると、音楽が止められ競技者は失格となります。
ルーティン中に音楽が止まった場合、競技者はルーティンを完了する機会を与えられなければな
りません。音源の不良が原因であった場合、ハンドラーのバックアップ音楽を使用できます。審
査員は、音楽が停止した時点から採点を続けます。
ルーチン中に音楽が停止した場合、ハンドラーはルーチンを最後まで演じずに、音楽が停止する
前までの演技で審査されることを選択することができます。
技術的な問題の解決に非常に長い時間がかかる場合、審査員はハンドラーをリングから退出させ
て、後で再入場するように決定することができます。この場合、審査員は競技者に進行方法を通
知します。
音楽が開始されない問題が発生した場合も、審査員はペアを退出させることができます。
ハンドラーは、音楽がいつ開始するかを明確に示します。
ルーチンは、音楽が始まると開始し、音楽が終わると終了します。 犬とハンドラーの両方が、
ルーチンの最初から最後までリング内にいる必要があります。
FCI国際大会と世界/セクションチャンピオンシップのルーチンは4分を超えてはなりません。

3.1.2 小道具の準備と撤去 

小道具/飾り付けの準備と撤去は、合計3分（2 x 1.5分）以内に行います。 この時間を超えると
失格となります。 時間はリングスチュワードによって管理され、遅延が生じた場合は審査員に通
知されます。

3.1.3 リード 

リング内でリードを使用することはできません。
可能であれば、主催者は次に演技する犬が単独で準備できる別の待機場所を用意する必要があ
ります。
リードは、リングに入る前にリングスチュワードに渡します。
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3.1 ハンドラーの一般規則

3 一般規定、失格、スコアシート 



3.2 失格 

以下の項目に該当する場合、失格の対象となります︓ 

・申請と異なるハンドラーまたは犬が参加している。

・審査員をだまそうとする行為。

・不正。

・ドーピング規則に従わない。

・食べ物や他の動機付けの道具をリングに入れる。（おもちゃ、クリッカーなど）

・リング内にフードを持ち込む。

・犬が制御不能でリングを離れる。犬が作業継続中に誤ってリング外に出た場合は減点される。

・犬がリング内で排尿又は排便した場合。

・ハンドラーが明らかにルーチンをトレーニングラウンドに変更した場合。（音楽は最後まで流す）

・手荒な扱いは、いかなる形態（口頭又は肉体的）でも決して許されない。

・犬が会場やショーの会場で別の犬や人を攻撃した場合。

・リング内で競技中にリードをつけている。

・ダブルハンドリング － リング外側からの補助。

・犬をコントロールするために犬に触れる。ハンドラーが自分から犬に触ることは許されていま
せん。ハンドラーとの接触は犬によって行われるべきです。

これらの規則の違反は失格につながる可能性があります。
審査員長は他のジャッジと話し合った後、失格を示します。 ルーチンが終了していない場合
は、音楽を停止します。 ハンドラーは審査員のテーブルに来て、さらなる手続きの決定を聞く
よう求められます。 決定は審査員長によってハンドラーに発表されます。
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3.1.5 犬を抱きながらのリングの出入り 

リングに出入りする間、ハンドラーは犬を抱いて運ぶことができます。 小道具で犬を運ぶこと
は許可されていません。 ルーチンを開始する前に、犬は地面に置かれ、自発的にスタート位置
に着く必要があります。 ルーチンを終了するとき、終了位置がハンドラーの（腕、背中、脚な
ど）にあるときは、地面に降りてから犬をリングから出す必要があります。

3.1.4 キュー（指示 ） 

指示は、声、ジェスチャー、および/または体符で与えられてもよい。 犬は常にハンドラーに
反応する必要があります。 犬とハンドラーのチームワークで継ぎ目のないルーチンを維持して
いる限り、サインの量は重要ではありません。



3.3.2 内容 

内容 

最大9点 

犬に焦点をあてる

ルーチンの構成

リングのバランスの取れた使用

リングの広範囲の使用（犬のサイズによって異なる）

詰め込みすぎずにバランスの取れた動きでルーティンを興味深い物にしているか

動作の多様性 

個々の動作の難易度 

トランジション╱動作間の移行╱ばらばらな動作の連続になっていないか

このカテゴリでの原点︓正しいフリースタイル量とヒールワーク量、音楽が長すぎる、
犬に衣装を着せる、小道具をほとんど使用しない、及び╱又は未使用の小道具がある。 
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3.3.1 表現 

表現 

最大9点 

協力 

流れ 

反応性 

コマンド/指示

当日の表現 

動きの正しい実行 

このカテゴリでの原点︓過度な吠え声

採点 

これらの規定は、FCI国際ドッグダンス競技会および FCIワールド/セクション・チャンピオン
シップに適用する必要があります。

3.3 



3.3.4 動物福祉 

動物福祉 

最大3点 

ルーチンは犬の性質（犬種、性格、身体能力、精神能力等）を強調しているか

犬の健康と安全 

パートナーシップ 

このカテゴリでの原点︓不適切なハンドリング、配慮に欠けた小道具の使用 
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3.3.3 芸術的解釈 

芸術的解釈 

最大9点

コンセプトの可視化

音楽が犬のペースと動きのパターンに合っているか 

区切り/切替わり（音楽の表記） 

適切なハンドラーの動き。ハンドラーの動きは犬のパフォーマンスを向上させているか

ルーチンは音楽の感情を反映しているか

音楽の適切な使用 

このカテゴリでの原点︓ 小道具がテーマに関連付けられていない。ルーチンが家族向
けではない。
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3.3.7 予選と決勝戦の点数 

それぞれの種目の予選を通過し決勝戦に進出したペアは、種目別ランキングの最終順位を決定す
るために、（予選と決勝戦）で取得した両方の点数が合算されます︓予選の点数と決勝戦の点数
が合計され、ランキングを決定するために使用されます。

3.3.6 「団体」戦における同点 

ヒールワークトゥミュージック︓
「ールワークトゥミュージック」競技で2チームが同点の場合「動物福祉」で最高点のチーム
が勝利します。
それでも同点の場合は、「コンテンツ」の点数が最も高いチームが勝利します。
それでも同点の場合は、「プレゼンテーション」で点数が最も高いチームが勝利します。
それでも同点の場合は、「芸術的解釈」で最も高い点数を獲得したチームが勝利します。

フリースタイル︓
「フリースタイル」競技で2チームが同点の場合「動物福祉」で最高点のチームが勝利しま
す。それでも同点の場合は、「プレゼンテーション」で点数が最も高いチームが勝利します。
それでも同点の場合は、「コンテンツ」の点数が最も高いチームが勝利します。
それでも同点の場合は、「芸術的解釈」で最も高い点数を獲得したチームが勝利します。

3.3.5 「個人」戦における同点 

同点者がいて上位11ペアとなった場合、同じ順位をさけるために順位をきちんと決める必要が
あります。それ以降の順位では、同順位をさける必要はありません。
最初の上位11位のいずれかの順位で2匹以上の犬がいた場合、「動物福祉」で最も高い点数を
得た犬が勝ちます。それらがまだ等しい場合は同順位とします。
決勝戦で最初に2匹以上の犬が同点の場合、順位を導き出すために決勝戦で得た点数を評価し
てヘッドジャッジが判断します。
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1︓ 犬の右肩が、ハンドラーの左脚（左側）の隣に、平行に位置している。

2︓ 犬の左肩が、ハンドラーの右脚（右側）の隣に、平行に位置している。

4.1.3 ヒールワーク・トゥー・ミュージック（HTM）のポジション 

ハンドラーは、以下のリストから自身のポジションを選択する︓

4.1.1 「理想的な」ヒールワークポジションの定義 

理想的なヒールワークポジションは、犬とハンドラーの間の距離が一定であり15 cm以下です。
犬もハンドラーもお互いの動きを制限してはいけません。犬は常にハンドラーのペースと方向に
適応する必要があります。犬は横への動きでない限り、すべてのポジションで平行を保ち、1つ
の軌道上のみで移動することが望まれます。犬とハンドラーの間の距離が50 cmを超えた場合フ
リースタイルと見なされます。犬が遅れたり、先行することは望ましくありません。距離は、ハ
ンドラーの最も近い部分から犬の最も近い部分で測定されます。犬は4本の足すべてで歩く必要
があります。犬は、ハンドラーの両側を歩くにあたり同じように安定している必要があります。
犬は自然体で動くべきです。

4.1.2 技術的難易度 

ルーチン難易度はポジションの数だけではありません。 動く方向の多様性とスピード変化も関
係しています。ポジションの変更は、犬が自立してポジションを見つける能力を示します。

「Heelwork to Music」（HTM）ルーチンには、最低75％のヒールワークと最高25％のフリースタ
イルで構成されます。ルーチン全体を通して犬がハンドラーから2ｍ以上離れることはできません。

4 ヒールワークトゥミュージック （HTM）とフリースタイル

4.1 ヒールワークトゥミュージック（HTM）



6︓犬がハンドラーの前に、犬の左側がハンドラーの前に来るように横向きに立っています。

　 犬の左肩は、ハンドラーの左脚に位置しており、犬の左肩は、ハンドラーの左脚の内側、 
    外側のいずれかにあります。
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5︓犬がハンドラーの前に、犬の右側がハンドラーの前に来るように横向きに立っています。

　 犬の右肩は、ハンドラーの右脚に位置しており、犬の右肩は、ハンドラーの右脚の内側、 
    外側のいずれかにあります。

4︓犬の左肩が、ハンドラーの左脚（左側）の隣に、平行に位置している。（左側で逆向き）

3︓犬の右肩が、ハンドラーの右脚（右側）の隣に、平行に位置している。（右側で逆向き）



9︓犬はハンドラーの脚の間に位置し、ハンドラーと同じ方向を向いています。
    犬の肩はハンドラーの脚の位置にあります。

10︓犬はハンドラーの脚の間に位置し、ハンドラーと反対方向を向いています。

　　犬の肩はハンドラーの脚の位置にあります。　

4.2 フリースタイル

「フリースタイル」ルーチンには、最低75％のフリースタイル動作と最大25％のヒールワークで構成
されます。動きが犬の健康を危険にさらさない限り、すべての動きが許可されます。

4.2.1 技術的難易度 

「理想的な」フリースタイルは、さまざまな種類の動作で構成されます。 動作は、音楽の変化
に合わせて、流れよくルーチンに組み込む必要があります。

-----------------------------------　目次︓5の項目は全て省略　------------------------------------

8︓犬はハンドラーの後ろに立っており、犬の左肩はハンドラーの右脚の位置にあります。 

7︓犬はハンドラーの後ろに立っており、犬の右肩はハンドラーの左脚の位置にあります。 
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