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1. はじめに 

これらのガイドラインは、各審査員が Japan Open Dogdance Competition（日本オープンドッ

グダンス競技会╱以下、JODC）のルールを共通に理解し、同様の解釈ができるようにすることを

目的としています。ルールを変更したり、追加したりすることを意図したものではありません。 

ガイドラインの公式提案は、JODC実行委員会へ文書で提出ことができます。提案は可能な限りJODC

実行委員会の会議で検討されます。 

 

審査員は常に最新版のガイドラインを使用してください。 

審査員は常にドッグダンスが犬にとって楽しいものであることを考慮しなければなりません。 

審査員は常に公平で公正でなければなりません。個人的な感情が審査の判断を妨げてはなりませ

ん。すべての審査員は、迅速で信頼できる判断ができなければならず、常にその判断に従わなければ

なりません。 
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2. 審査倫理と一般的概念 

審査員は常に公平であり、その行動はすべての競技者に明らかにされなければなりません。審査員

は常にその日に見たものだけを基準にして、過去のパフォーマンスや事前に得た情報に基づいて

スコアを決めることは決してありません。ジャッジは常に競技者に敬意を持って接し、ルーティン

全体を通して気配りを怠らないようにしなければなりません。ペアは、リングに入った瞬間から犬と

ハンドラーがリングを離れるまで審査員の監視下にあります。審査員は、絶対に必要な場合（即時失

格を決定する場合など）を除いて、ルーティン中にお互いに話し合ってはいけません。また、シャドウ

ジャッジ同士での話し合いは、審査員が採点を終え、次のペアがリングに入るまでの間のみで、

審査員がルーティンの採点を完了するまでは決して話し合ってはいけません。 

 

審査員は、競技会を通して一貫した審査を行い、基準レベルを維持すること。審査員は規程と規則を厳

守すること。審査員は常に同じようにポジティブな期待を持って各ルーティンを見守り、疑念が生じた場

合には、犬とハンドラーに利益を与えるように審査するべきです。審査員は、一日に多くのペアを審査す

ることに同意してはなりません。金額は事前に主催者と交渉し、主催者は審査員が審査の質を維持で

きるように十分な休憩時間を与えなければいけません。 

 

審査員は競技会全体を通してプロとしての姿勢を維持し、リングサイドで競技者と不必要な議論を

しないようにします。明らかに失格などの特定の問題について、審査員長は競技者に知らせる義務が

あります。審査員は、同僚の決定や行動を公に批判することは決してしません。審査員は、自分が審

査を行っていないときでも、手本となるように常に意識します。 審査員は審査の依頼を要求してはい

けません。審査員を招待するのは主催者の仕事です。 

審査員は、競技の代表者として常に適切な振る舞いをしなければなりません。 

 

 

3. 審査員（ジャッジ） 

ドッグダンスは、できるだけ公正な評価が得られるように、複数名の審査員による審査を行いま

す。審査員長を含め２～5 名のジャッジで構成されます。各審査員が独自に採点を行います。本競

技会規程・ガイドラインに記載されていない出来事が発生した場合は、各審査員が採点方法を決定し

ます。 

より一般的な事柄であれば、その事柄に応じて審査員長またはチーフスチュワードが対応します。審査

委員長は競技会中、常に最高の権限を持ちます。審査の決定は最終的なものであり、いかなる競技者も

その決定に異議を唱えてはなりません。
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3.1 審査委員長（ヘッドジャッジ） 

審査委員長は規程に定められた最終決定を下す責任を負います。審査委員長は、問題が起きた場

合には、他の審査員と話し合い、解決するための意見を提供しなければなりません。審査委員長

は、競技会の最終結果に影響を与える事項について常に情報を提供しなければなりません。審査委

員長は、競技会期間中に会場で起こった事件（例えば攻撃的な犬など）にどう対処するかについ

て、規程を理解していなければなりません。 

 

主催者は、審査員に審査委員長の地位に就くように依頼します。この役職は軽々しく引き受けては

なりません。審査委員長は常に経験豊富で、必要な決定を下すのに十分な権限を持った者でなけれ

ばなりません。 

 

審査委員長とは、競技会前のジャッジミーティングを先導する人のことであり、このような会議

は、競技会の審査前に行われる必要があります。 

 

不可抗力により競技会の開催期間中に競技会の延期、移動、中止を余儀なくされた場合、審査委

員長とチーフスチュワードが協力してこの決定を行います。この場合の審査委員長の責任は、

競技会が規則に従って公正に行われるようにすることです。この責任を果たすために、審査委員長

は競技エリアをチェックすることが望ましい。 

 

審査委員長は、最終的な結果を確認し大会報告書にサインをします。審査委員長の役割は、競技会

規程によってクラスごとに複数の審査員間で分割することができます。 

 

 

3.2 審査員（ジャッジ） 

審査員は、JODC規程、会場となる施設の利用規約等を十分に理解していなければなりません。主催者は

必要な情報を審査員に提供すること。審査員の主な責任は、採点に集中し、競技者に公平な評価

を与えることです。 

 

 

4. 採点 

JODC規程に基づき、3のカテゴリーと動物福祉による減点（全体からの減点）で点数がつけられま

す。3つのカテゴリーでは 0～10点、動物福祉での減点（最大-2点減点）がなければ、ペアが獲得で

きる最大得点は30点です。各審査員は、小数点以下 1 位まで（0.1）点数をつけます。 
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各カテゴリーが7.0点以上、合計21点以上で合格点となります。各クラスごとで求められる基準は

異なりますが、そのクラスの「70％以上」を満たしていれば合格となります。 

 

 

4.1 プレゼンテーション（当日の出来事を審査） 

最大10点をつけることができ、以下の5項目を評価します。 

 

（１） 正確性 ╱ 動作の正しい実行 

・Freestyle ： 明確に定義された動作を開始から終わりまで正確にできている。 

・HTM ： 正しい位置、ポジションの平行、連動した動き（先行や遅れがない）、両者とも自由に

動けている。 

 

 最初から最後まで苦戦したり、明らかなミスをすることなく、ルーティンが流暢に行われている。 

動作は正確に実行され、ペアの動作が簡単で楽に見える。動きの間に意図しない休憩（静止や戸惑

い）がない。HTMでは、犬とハンドラーのヒールワークは規程に従って完璧に行われていること。

FSでは、犬は一貫して動作を実行することができ、動作は明確な始まりからコントロールされた終わ

りまで、明確に定義されていること。 

 

（２）指示（サイン） ╱ 反応性 ： サインを理解し、きちんと反応している。 

 ハンドラーが出している指示やサインは全てルーティンの中に組み込まれていること。ハンドサイ

ンは、ハンドラーの振り付けや全体的な動きから目立ってはいけません。声による指示は決して怒った

り、厳しい口調であってはならず、大きな声は犬にとって必要な場合にのみ使用します。犬は躊躇す

ることなく指示に反応します。これは、犬がハンドラーに注意を払い、犬はやる気に満ちていて、

常に指示に反応していることを意味します。 

 

（３）協力関係 ╱ 信頼性  : お互いに協力しあう姿勢があり、信頼し集中している。 

理想的な協力関係とは、犬はハンドラーに、ハンドラーは犬に向けてお互いに気配りをすることで

す。これは小道具やターゲット、衣装の一部の助けを借りずに達成される必要があります。ペアはポ

ジティブな方法で一緒に動き、作業を楽しみ、ルーティン全体でお互いをサポートしています。 

アイコンタクトの取れない位置での動作でも、お互いを見ることなく信頼し、集中して作業す

ることができています。 

 

（４）活気あるエネルギーの調和  : 犬の動作は活気があり、ハンドラーと犬のエネルギーが

調和している。 

犬はやる気があり、動作に活気があることが望ましい。犬とハンドラーのエネルギーレベルのバラ

ンスが良く、ルーティン全体で調和がとれています。 
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（５）減点： 吠え（最大-2点）  

犬はやる気はあるが、冷静で集中している必要があります。思わず出てしまった単発の吠えと、興

奮状態での継続的な吠え、環境刺激による吠え、ストレスによる継続的な吠えを区別をする必要が

あります。継続的な吠えの場合は、吠えの程度によって減点します。 

 

 

4.2 コンテンツ（事前に計画された内容を審査） 

最大10点をつけることができ、以下の5項目を評価します。 

 

（１） 動作の多様性 ╱ 個々の動作の難易度 

・Freestyle ： バラエティに富んだ動作 ╱ バランスの取れたコンテンツ量。 

・HTM ： 様々なポジションと方向  ╱ バランス（右肩付・左肩付）。 

 

・バラエティに富んだ動作 

Freestyle  :  ルーティンは、バラエティに富んだ動作（様々なタイプの動き）で構成されている

ことが望ましい。犬の動きの高さ、静止しているトリックと動いているトリック、ハンドラーとの

距離、ハンドラーとの位置関係、スピード、犬の動きの異なる方向性（バック、サイドステップ）

など、様々な観点からバリエーションを持たせることができます。 

HTM  :  ポジションの位置、犬の動きの異なる方向性（バック、サイドステップ）、スピードなど

で、バリエーションを持たせることができます。 

 

・個々の動作の難易度 

Freestyle  :  動作の難易度は、トリックに含まれる要素の観点から検討されます。最終的な動き

にいくつかの要素が組み合わされて構成されている場合は、単一の要素で構成されている動作より

も難しいと考えられます。 

HTM  :  アイコンタクトの取れないポジションの位置、犬が後進（バック）、犬を押す方向へのサ

イドステップは、前進やハンドラーに寄る方向へのサイドステップよりも難しいと考えられます。 

 

（２） ルーティンの構成 ╱ 犬に焦点をあてる ： 小道具使用３回以上 、 焦点は犬かペアであ

る。十分に計画されて明確な構想がある、組み込まれた静止以外では犬は動いている。 

 

・ルーティンの構成 

ルーティンは十分に計画され、明確な構想を持っていなければなりません。ルーティン中、犬は動
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いている必要があり、止まったポーズでの長時間の停止は推奨されません。ルーティンにうまく組

み込まれた短い静止は、他のすべての動きと均等に評価されます。 

 

・犬に焦点をあてる 

犬は決してハンドラーの影になってはいけません。ルーティンの主な焦点は、常に犬やチームワー

クにあります。ハンドラーの動きは、犬が同時に行っている動きよりも注目を集めるべきではあり

ません。 

 

・小道具がルーティンに含まれる場合 

できれば犬に小道具を使って様々な動きをさせる、小道具はテーマを伝えるための重要な部分とし

て使うなど、小道具を効果的に使うことが望ましい。ハンドラーがリングに持ち込んで床に置いた

もの、犬が一度でも絡んだ物は全て小道具とみなされます。小道具で犬と遊んだり、報酬として使

ったりしてはいけません。このような行為は、失格の対象となります。 

 

（３）トランジッション（動作の移行）╱ バラバラな動作の連続になっていないか  :  スムーズ

なトランジッション、流れのあるルーティン。 

 

犬は、ある動作から次の動作へと流暢に移行できることが望ましい。動きの後に突然の停止がない

ようにルーティンを構成し、全ての移行動作が美しくルーティンに含まれている必要があります。 

 

（４）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。 

正しいヒールワーク量でない。正しいフリースタイル量でない。同じ動きの繰り返しやスピード変

化がなくルーティン全体に変化がない。 

 

異なる動きは、他の動きと比較してどの動きも過剰に使用されないように、すべての動きにバラン

スよく重点を置いて構成されている必要があります。犬が常に変化する動きについていくのに苦労

するようであれば、ルーティンに動きやトリックを詰め込みすぎています。 

HTMのルーティンは、ヒールワークの質を楽しめるように、決められたポジションで決められた

方向での連続的な動きが十分に含まれていなければなりません。トリックとヒールワークのバラン

スは、出場する種目の規程（25-75％、又は、75-25％）に従うこと。HTMは、優れたヒールワ

ークで演技することがすべてであるため、HTM のフリースタイル要素は採点対象外ですが、ヒー

ルワークの位置に関する犬の知識を示すために使用され、音楽を表現している時に限り、評価対象

（芸術的解釈カテゴリー内）となる場合もあります。 
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（５）バランスの取れたリング使用 ╱ 使用域 ：犬の大きさやスピードを考慮し、様々な形やパタ

ーンで均等に全体を使用する。 

ペアはリングスペースをさまざまな形やパターンで動き、あらゆる場所を均等に使い、リングの大

部分を使用することが望ましい。犬の大きさやスピードも考慮し、リングをできる限り広く使う。

たとえ犬がリング上でカバーする範囲が少し狭くても、バランスよく均等にリングを使用する。 

 

 

4.3 芸術的解釈（この曲で表現したいことは？ ╱ 他の曲でできるか？） 

最大10点をつけることができ、以下の5項目を評価します。 

 

（１）コンセプトの可視化 ： テーマ・衣装・小道具・ストーリー・ダンステーマなど、明確に理

解できる。 

 

全体的なテーマやアイデア、振り付けの中でコンセプトが組み取れる必要があります。ルーティン

がストーリーやダンスで構成されていても同様に評価されるべきです。ルーティンのアイデアは、

審査員にとって明確に理解できるものでなければなりません。審査員がテーマに関する情報を持っ

ていなくても、審査員を物語の中に引き込むものでなければならないことを意味しています。審査

員は、そのテーマを知っているか、好きかを判断するのではなく、そのコンセプトが解釈されてい

るかどうかを判断します。 

 

（２）音楽が犬のペースと動きのパターンにあっているか ：音楽の曲調やテンポが犬にあってい

るか（速度、気質、運動能力など） 

音楽は、犬の自然な動き、気質、性格を反映するように適切に選択されています。選ばれた音楽

は、家族の観客に適したものでなければなりません。 

 

（３）音楽の表現 ： 音楽に合わせたタイミングの良い動き、音楽のアクセントの表現 。 

音楽に合わせてタイミングのよい動作を行う。音楽に特定のアクセントがある場合は、音に合わせ

た動きで句読点をつける。 

 

（４）ハンドラーの動きは適切であり、犬のパフォーマンスを向上させているか ：犬のパフォー

マンスを助け、テーマを表現するパフォーマンスがハンドラーもできている。 

ハンドラーの動きは犬のパフォーマンスを高めるものでなければなりません。ハンドラーの動き
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は、犬の動きを引き立てており、その動きは音楽と組み合わされ、テーマ、雰囲気、テンポと一致

しています。 

 

（５） ルーティンは音楽の感情を反映しているか。 

   音楽の雰囲気は、犬とハンドラーの動きとルーティンの全体的なテーマを通して表現されます。 

 

 

4.4 動物福祉（最大-2点減点）（犬は楽しんでいるか？ ╱ 犬の立場になって考える） 

※ 下記の4項目に当てはまる場合は合計点から減点となります。点数配分はせず程度によって減点

されます。 

 

（１）犬種、年齢、身体能力、精神能力、健康を考慮していない。 

犬の能力を考慮し、犬に危害や不快感を与えるようなことを要求しない。選ばれた動きは、犬の体

の構造を考慮しなければならない。犬が過度なストレスの兆候を示していない。 

 

（２）安全を考慮していないトリックや動作。 

どの動きも過度に繰り返してはならない。ぐらついて怪我をする可能性のある動きを無理にしては

ならない。リングの表面や犬のスピードを考慮した動きをしなければならない。 

 

（３） 日常的に手荒な扱いを受けていると判断できる反応（手荒な扱いは失格） 

手荒な扱いを受けた際に、反射的に出る行動（回避行動、萎縮行動、逃避行動など）がルーティン

中に表われている。 

 

（４） 小道具や衣装によって、犬がストレスを感じている。 

小道具やハンドラーの衣装は、犬にとって安全なものでなければならない。 

 

 

5. 失格 

失格はパフォーマンスの終了となり、与えられたすべての点数を失うことになります。犬はルーテ

ィンを継続することはできません。以下のような場合は失格となります。 

・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や不正、及び参加規則に従わない。 

・リング内に動機付けの道具（おもちゃ、クリッカーなど）を持ち込む。 
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・リング内に食べ物（フード、トリーツ、人用の食べ物を使った小道具）を持ち込む。 

・ハンドラーが意図的に小道具を報酬として使用した場合。 

・犬が制御不能でリングを離れる。 

・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。（音楽は最後まで流れます） 

・明確な手荒な扱いは、いかなる形態（口頭又は肉体的）でも失格。軽度な場合は減点。 

・犬が競技会場や会場となる施設内で別の犬や人を攻撃した場合。重度でない場合は指導。 

・リング内で競技中にリードをつけている。 

・ダブルリング － ２つの首輪をつけている。 

・ダブルハンドリング － リング外側からの補助。 

・犬を強制的にコントロールするために犬に触れる。軽い接触は減点。 

・小道具の配置や撤去に3分以上かかった場合。 

・犬に服を着せている。 

 

6. 減点 

理想的なパフォーマンスの基準を満たしていない場合は、問題の深刻度に関連して減点されます。

以下に挙げた出来事は、減点の一例に過ぎませんが、上記の章（4：採点）に基づいて行うことが

重要です。 

・継続的な作業中に犬が誤ってリングの外に出てしまった場合は、他の不適切な動きと同様に減

点となる。 

・音楽が4分を超えた場合は減点され、- 0.2／秒の減点となる。 

・小道具が小道具以外の目的で使用された場合は、減点もしくは失格となります。犬が誤って小

道具を振ってしまい、それ以上注意を払わなかった場合は減点ですが、ハンドラーが小道具を

意図的に報酬として使用した場合は失格となります。犬に圧力をかけたり、脅したりすると失

格になる場合もあります。 

・ルーティン中の吠えは、最大-2点の減点となります。２回までの単発の吠えは減点対象にな

りませんが、継続的な吠えは頻度に応じて減点されます。プレゼンテーションでの減点。 

・動物福祉は合計点からの減点となり、最大-2点の減点となります。 

 

 

 

 


