
UMIOSA 受付要領 

2019．05．23 改定 

 

受付（参加者編） 

受付は 8：45 頃から始めます。 

会場係の許可が出た後で会場に荷物を搬入しタープ設営等を行なって呼び出しがあるまでドッ

グラン内で待機してください。 

呼び出しは受付番号で行います。ご自分の受付番号を確認しておいてください。 

呼び出しは 60 番づつ行います。 

最初に 1―60 番を呼び出します。 

呼び出しがあったら本部テント（ドッグラン内）へお越しください。 

向かって右から 1―20、21―40、41―60 と 3 列に並んでください。 

受付では受付番号、参加家族数、参加人数を確認させていただきます。 

家族数と参加人数の合計×1,000 円が合計参加費となります。 

同時に 30m 走出走 IG 数の変更があるかを確認します。 

変更のある方は変更する犬の出走枠をお知らせください。 

 

次の呼び出しは 61―120 です。 

向かって右から 61―80、81―100、101―120 と 3 列に並んでください。 

最後に 120 以降の方を呼び出します。 

以上 

 

受付要領（お手伝い編） 

上記の要領で受付を行います。 

受付には下記の係があります。 

受付呼び出し係 

受付参加料徴収係 

受付 30m 出走 IG 確認係 

受付整列案内係 

 

受付呼び出し係 

上記順に従ってマイクで呼び出しを行なってください。（複数回呼び出しを行う） 

受付整列係に並んだ人数を確認して不足しているようであれば再度呼び出す。 

最後まで呼び出し後、参加費徴収係の表を見て未徴収の方を個別に呼び出します。 

 

 



受付参加料徴収係 

受付に来た方の受付番号を確認し表に記載の金額を徴収します。 

家族数、人数に変更がある場合は表に変更内容を書き込み、変更内容に従った料金を徴収します。 

表の徴収済み金額欄に徴収金額を書きこみます。 

 

受付 30m 走出走 IG 確認係 

受付に来た方が料金を支払い終わったら出走 IG の変更があるかを確認します。 

変更がない場合は表の変更欄に無しと書き込む 

変更がある場合は変更欄に変更後の数を書き、トーナメント表の該当犬の欄に欠と書き込む。 

受付が概ね終わったら、トーナメント表の複製を 10 部作る 

 

受付整列案内係 

受付呼び出し係が呼び出すと 60 名が受付に集まります。 

上記の番号順に整列できるように案内をする。 

整列した人数が 20 人に満たない場合は、不足している旨を呼び出し係りに伝えて再度呼び出し

してもらう。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UMIOSA 会場設営要領 
2019.05.23 改定 
 
UMIOSA 会場の設営におきましては、以下の順序で行います。 
1.30ｍ走コースの設置 
2.タープ設営位置の縄張り 
3.本部テントの設営 
4.各自タープの設営の補助 
5.音響機器等の設置 
 
1.30ｍ走コースの設置 
・別紙会場見取り図に従って 30ｍ走のコースを設置してください。 
・トイレ側のドッグラン柵から 61.5ｍがスタートラインです。 
・駐車場側のドッグラン柵から 9ｍがコース側面ラインです。 
・コース幅は 8ｍです。 
・コースの外形を決めたら 2 のタープ設営位置の縄張りを行う。 
・コース側面は 3ｍピッチで杭を打ち緑色のネット張る。 
・各杭に UMIOSA フラッグを内側に向けて貼る。 
・スタート、ゴール、呼び込み、応援の各ラインにロープを張る。 
以上 
 
2.タープ設営位置の縄張り 
・コース側面ラインから 1.5ｍにビニールテープを張る。 
・トイレ側ドッグラン入口中心からそれぞれ 1.5ｍの位置にビニールテープを張る。 
以上 
 
3.本部テントの設営 
・資材小屋入口脇に置いてある白い半透明のビニールテントを設営する。 
・位置は別紙会場見取り図に従う。 
以上 
 
4.各自タープの設営指示および補助 
（参加者各自は会場設営係の許可があるまで各自のタープは設営しないでください。） 
・3 までが完了したら参加者各自のタープ設営の指示および補助を行う。 
以上 
 
5.音響機器の設置 
・資材小屋にある音響機器および実行委員が当日持参する機器を本部テント付近に設置する。 
 
 
 
 
 



UMIOSA 30ｍ走お手伝い要領 
2019.05.23 改定 
 
まずは、30ｍ走の要領を確認しておきましょう。 
（ここはレース出走する方全員が読んでください。） 
・30ｍ走は A から H の 8 ブロックを A から D の前半組、E から H の後半組に分けて行います。 
・A ブロックから順番に呼び出ししますので、出走者は犬を連れてスタートに集まってくださ
い。 
・呼び出し時間は前ブロックのレース終了から 3 分間です。 
その後 2 分間は再度呼び出しを行いますが、合計 5 分間の間にスタートに来ない場合は棄権と
みなしますのでご注意ください。 
・トーナメント表に記載されている枠色のバンダナを受け取り、バンダナと同色のビブスを着た
犬押さえ係のレーンに出走順に並びます。 
・スタート係はこの時点でコースの安全を確認します。 
・コース見守り係、ゴール係と連携し一応の安全が確認出来たら犬を預ける合図をします。 
・スタート係の合図により犬を押さえ係に預け飼い主は犬の名前を連呼しつつゴールめがけて
ダッシュします。 
・飼い主全員がゴールラインから 5ｍ後ろの呼び込みラインにスタンバイしたら、再度コースの
安全を確認し確認でき次第スタートの合図をします。 
・犬がゴールしたら飼い主は速やかに犬を確保し、バンダナをバンダナ回収係に渡して退場して
ください。 
・1 レース当たり 2 分程度で進行したいため、参加者のご協力が必要です。 
・特に呼び出しには送れないようお願いします。出走ブロックの 2 つ前になったらスタートに
向かう準備を始めてください。 
 
レースの進行は概ね以上です。 
このレースの進行に従って、UMIOSA 30ｍ走のお手伝いは以下の係が有ります。 
1.呼び出し係 5 名 
2.点呼係 5 名 
3.犬押さえ係 10 名 
4.スタート係 2 名 
5.ゴール係 2 名 
6.ゴール記録係 1 名 
7.バンダナ配布係 2 名 
8.バンダナ回収係 3 名 
9.コース見守り係 10 名 
計 40 名 
 
・前半レースの時は後半レース出走の方が各係を行い、後半レースの時は前半レース出走の方が
各係を行う。 
・午後のパピー〜シニア、2 回戦〜決勝のお手伝いは惜しくも 1 回戦敗退の方有志にお願いしま
す。ご協力をお願いします。 
 



 
1-2.呼び出し係、点呼係グループ 
・枠色毎 2 名が一組で行います。 
・A ブロックから呼び出しをします。呼び出しは 3 分間です。マイクで呼び出します。 
・3 分経っても出てこない方が居た場合は呼び出し係が会場を回り呼び出しを行います。（2 分
間）→A ブロック 1 レースの○○さん〜（マイクでも同時に呼び出す） 
・合計 5 分間にスタートに来ない方は棄権とみなし進行を続けます。 
・点呼係はスタート地点でだれが来ていないかを呼び出し係に伝えます。 
・各ブロックの 5 人の出走者が集まったら列の最前列でスタート係に旗振り合図します。 
・レースが始まったら次のブロックの呼び出し準備を行ってください。 
 
 
3.犬押さえ係 
・枠数は 5 です。各枠 2 名で一組で行います。 
・犬押さえ係は枠色のビブスを着てください。 
・スタート係の合図で飼い主から犬を預かってください。 
・預かる時はしゃがんで犬が自分で立っている状態で受け渡しお願いします。 
・犬の足を地面に付け、顔をゴール方向に向けて肩部分を両手で挟むように持ちます。 
・この体制で保持できない犬の場合は、首輪を持つなど工夫してください。飼い主や慣れた方以
外保持できない犬の場合は無理に預からず、飼い主の意向に従ってください。 
・この時に犬の興味を引くような行動は行わないでください。 
（なるべく飼い主の方に意識が行くようにしてください。） 
・スタート係のスタートの合図で、両手を左右に離します。犬を離すときは決して犬を押し出さ
ないでください。犬が前のめりになって前足を骨折する可能性が有ります。 
 
・1 レース目のスタート準備の間にもう一人の押さえ係は 2 レース目の犬の受け渡し準備をし
てください。 
以上の繰り返しです。 
 
4-5-6.スタート係、ゴール係、ゴール記録係 
・各枠色の点呼係の合図（旗振り）を確認し、全員揃ったことを確認したら犬受け渡しの合図を
します。 
・飼い主がゴール呼び込みラインにスタンバイできたら、ゴール係、ゴール記録係、コース見守
り係にコースの安全を確認し、確認でき次第スタートの合図をします。 
・ゴール係、コース見守り係が OK を出しても危ないと思った場合はいつでもスタート中止して
安全になるまで待機してください。 
・ゴール係はそのレースの 1 等の犬のバンダナ色をゴール記録係に伝えてください。 
伝え終わったら、ゴールした犬及び飼い主にバンダナ回収の指示および速やかな退場の指示を
お願いします。 
・ゴール記録係は各ブロックのレースが終わり次第、記録簿を本部に提出してください。 
 
 
 



7-8.バンダナ配布係、バンダナ回収係 
・出走者がバンダナを受け取りに来たら、トーナメント表を確認し該当の枠色のバンダナを出走
者に渡し、渡したことをトーナメント表にチェックしてください。 
・呼び出しから 3 分経った時点でバンダナ受け渡しが完了していないレース番号枠色を呼び出
し点呼係に伝えてください。 
・犬がゴールして飼い主が犬を捕獲したら全員からバンダナを回収してください。回収したバン
ダナは 1 レース毎にバンダナ配布係に返却してください。 
・ゴール時点ではゴール係とともに 1 等の犬のバンダナ色の確認を手伝ってください。 
 
9.コース見守り係 
・コースの左右及びゴール後ろに位置取り、コースに侵入する犬が居ないか？レース中はオンリ
ードですのでオフリードの犬が居ないかを確認してください。 
・オフリードの犬が居た場合は、飼い主を探してオンリードの指示をお願いいします。 
・スタート前にはスタート係、ゴール係に対し状況をお知らせしてください。 
→例えば、オフリードの犬が居るのでちょっと待ってとか。 
・安全が確認出来たら旗を振ってスタート係に合図をお願いします。 


