
2023 WUSV世界選手権日本代表選考競技会 
主催：JPDS（JSV, PD, SVJ 合同） 

 
3/31 FRI 4/1 SAT 4/2 SUN 

 
本選考会での上位 5 頭（5 名）が 10/4（水）

～10/8（日）Hangary/Györ にて開催される

2023 WUSV 世界選手権に日本代表として出

場できます（すべての費用は自己負担） 
 

◆競技会場 
 
国営木曽三川公園 東海広場 西エリア 芝生広場 
〒496-0946 愛知県愛西市立田町福原地先 
 
◆競技会スケジュール 
 
3/31（金）公開練習および出場順番の抽選 
4/1（土）服従（予定） 
4/2（日）防衛／表彰式／閉会式（予定） 

 
＊競技進行は申し込み締め切り後、出場頭数に



より決定します 
 
◆審査員 
 
Ilona Fornal (SV) 
 
◆競技規定 
 
WUSV IP3（IGP3）に準ずる 
 
◆出場資格 
 
○出場犬は WUSV が認定する血統書を保有し

ていること。 
 
○所有者および指導手は PD、JSV、SVJ、い

ずれかの有効会員であること。 
 
○2023 年 3 月 21 日までに最低 IGP2 以上の

訓練資格を保有していること（全段階の訓練

資格を証明できるコピー／画像可を送信し

てください） 



○狂犬病予防接種済（大会期間中有効）である

こと（コピー／画像可を送信してください） 
 
◆出場制限 
 
ドイツシェパード犬のみ（長毛犬も出場 OK） 
一指導手が出場できるのは 2 頭まで。 
 
◆出場料 
 
30000 円 
 
2 月 28 日（火）までに入金してください。 
3 月 17 日（金）以前のキャンセルであれば、

手数料 1000 円を差し引いて返金いたします。 
3 月 18 日（土）以降にキャンセルまたは欠場

の場合、返金はいたしません。 
 
◆申込締切日 
 
2 月 26 日（日）必着 
 



◆選考方法 
 
WUSV IP3（IGP3）服従/防衛 合計 200 点 
（追求は行いません） 
服従と防衛の合計点によって順位を決定する。

1 席～5 席を日本代表とし 6 席を補欠とする。

ただし、両課目とも 80 点以上を獲得していな

ければならない。代表辞退があった場合は順位

を繰り上げる。 
 
例：服従 80/防衛 80＝160（日本代表となり

得る）服従 70/防衛 100＝170（日本代表とな

れない） 
 
同点の場合、防衛の点数が高い犬を上位とする。

両課目とも同点の場合、年齢の若い犬を上位と

する。 
 
今回の選考会に出場するには最低 IGP2以上の

訓練資格以外、特に必要ありません。 
HD/ED 評価報告書、展覧会評価証明書、は必

要ありません。 



ただし、日本代表に選出されて世界選手権に出

場するには、以下の 3 条件（WUSV が設定し

た特別規定）をクリアしなければなりません。 
 

WUSV 世界選手権に出場するための 3 条件 
（WUSV-WM 実施規定より） 

 
1. 各国代表のハンドラーと犬は、世界選手権

出場申込時に、追求、服従、防衛、各 80
点以上、かつ合計 250 点以上で、最低一回

IGP3 に合格していることを証明しなけれ

ばならない。 
 
この条件（A80/B80/C80/T250）は、必ずし

も選考会でクリアせよという規定ではありま

せん。 
 
前回の WUSV 世界選手権以降、つまり今回は

2022年 10月 3日から 2023 WUSV世界選手

権の出場申込締切日までに、WUSV IP3
（IGP3）を試験または競技会（WUSV 認定で

あればどの協会でも可。海外でも可。選考会以



前でも選考会後でも可）においてクリアしてい

れば問題ありません。 
 
「日本代表選考会」「A80/B80/C80/T250 以

上での IGP3 合格」「世界選手権出場」この三

つにおけるハンドラーと犬は同一でなければ

なりません。 
 
2. WUSV/SV 承認の HD/ED 検査結果：

normal（正常）fastnormal（ほぼ正常）

nochzugelassen（許容範囲）が必要。（FCI
検査の場合：A,B,C,あるいは 0 または 1 の

検査結果が必要）。 
 
ただし、この規定は 2018 年 1 月 1 日以降に

生まれた犬にのみ適用される。 
 
生年月日が 2017 年 12 月 31 日以前の犬は

JAHD の検査結果でも OK です。 
 
3. 生後 12 ヶ月以上（若犬以上のクラス）で

展覧会に出陳し"Gut"以上の評価を得たこ



とを証明する展覧会評価証明書が必要。 
 
ただし、この規定は 2020 年 1 月 1 日以降に

生まれた犬にのみ適用される。 
 
 
 
会場案内図 

 
カーナビ 愛知県愛西市立田町福原 3 

 あいさいし たつだちょう ふくはら 

 
カーナビは「立田大橋西」の南側を案内します

が、会場は「立田大橋西」の北側ですのでご注

意ください。 
 
 



◆出場申込み必要書類（画像で送信可） 
 
目録用の写真をメールで送信してください 
犬のみ or 犬と指導手 jpds@jpds.jp 

選考会に初めて出場する犬は 
「血統書のコピー」を送信してください 

過去に選考会に出場した犬は犬名だけで OK 
資格等の変更がある場合は記入してください 

  
1. 出場申込書 
 
2. 全訓練資格証明書コピー（日時、場所、点数、

審査員の署名がないものは認められません） 
 
3. HD/ED評価報告書コピー（保有している場合） 
 
4. 展覧会評価証明書コピー（保有している場合） 
 
5. 狂犬病予防接種済証明書コピー 
  
*2022 選考会出場犬は「2. 全訓練資格証明」

は 2022 選考会以降のものだけで OK です。 
 
*HD/ED 検査を SV で行った犬は「HD/ED 評

価報告書」は不要です。 
  



出場申込書 2023 WUSV 日本代表選考競技会 by JPDS 
 

申込締切日 2 月 26 日（日） 
 

目録用の写真をメールで送信してください 犬のみ or 犬と指導手 jpds@jpds.jp 

選考会に初めて出場する犬は「血統書のコピー」を送信してください 

過去に選考会に出場した犬は犬名だけで OK 資格等の変更がある場合は記入してください 
 

必要書類（画像で送信可） 1. 出場申込書 2. 全訓練資格証明書コピー（日時、場所、点数、審

査員の署名がないものは認められません） 3. HD/ED 評価報告書コピー（保有している場合） 
4. 展覧会評価証明書コピー（保有している場合） 5. 狂犬病予防接種済証明書コピー 
*2022 選考会出場犬は「2. 全訓練資格証明」は 2022 選考会以降のものだけで OK です。 
*HD/ED 検査を SV で行った犬は「HD/ED 評価報告書」は不要です。 

 
出場犬名 英字！ 

性別／生年月日 オス ・ メス 年    月    日 生れ 

個体識別 No. ﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟ ﾀﾄｩｰ 

登録 No.  

訓練資格 IGP2・IGP3 HD/ED 検査済・未検査 展覧会評価  

父犬 英字！ 

母犬 英字！ 

フリガナ  

所有者  所属協会 JSV ・ PD ・ SVJ 

住所 〒 

電話番号  

フリガナ  

指導手  所属協会 JSV ・ PD ・ SVJ 

住所 〒 

連絡先（必須） 携帯 自宅 

メール  
 

申込みと同時にあらゆる問題発生時の全責任とその処理は所有者および指導手とすることに同意したものといたします 
 

申込み方法と申込み先 出場料は2月28日までに振り込みまたは現金書留でお願いします 

1 メール jpds@jpds.jp 

2 ＦＡＸ 075-313-1685 送信後に必ず確認電話をお願いします→ 075-313-1789 

3 郵 送 
JPDS 事務局（SVJ 方） 
〒615-0835 京都市右京区西京極堤下町 30 TEL 075-313-1789 

4 振込先 ゆうちょ銀行 口座名：JPDS 店名：448 (ﾖﾝﾖﾝﾊﾁ) 普通預金 5086702 
 


