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グランドポイントの確認 

インターネットを使ってあなたの猫のグランドポイント，あ

るいは CFA への記録（ショー別の獲得ポイント等）を確認す

ることができます．前の週のショーでのポイントは， 
米国東部時刻で木曜の夜までに登録されます． 
http://hol.cfa.org/herman.asp に アクセスして下さい．あ

なたの猫のレジストレーションナンバーを準備しておくこと

をお忘れなく．前の週末のグランドポイントは木曜日の夜

（米国時間）には更新される予定です． 

ダウンロード可能なショーエント

リーフォーム 
CFA ショーエントリーフォームは CFA-Web サイトからダウ 
ンロードすることができます． 
http://www.cfa.org/AboutCFA/CFAforms.aspx 
CFA の他のフォーム，チャンピオンシップ／プレミアシップ

確認申請フォーム，ハウスホールドペットのレコーディン

グ・フォームそして一胎仔登録申請書等もダウンロードする

ことができます． 

 

［CFA データファイル］は CFA セントラルオフィスにエント

リークラークから直接電子メールで送付されるか，翌日配達

便でショーセクレタリーが郵送するショーパッケージに同封

されなくてはならない．このファイルはショーのスコアリン

グに CFA セントラルオフィスによって用いられ，猫／キツン

と出陳者のデータベース（これらはショーの支出に関するも

のは含まない）の指定のフォーマットのものである．ディス

クの情報を利用するためであるので，ディスク（ファイル）

は事前かあるいはショーの結果と同時に送らなければならな

い．後日別便で送ってはならない． 

 

 

 

インストラクション 
エントリークラークはショーカタログ，マスタークラークカ

タログ，ジャッジブック（カラークラスシート）を印刷する

際に，同時にディスクを作成すること．ひとたびエントリー

をソートして印刷を行ったら，データファイルの追加や変更

をしてはならない．追加や誕生日，タイトル，カラーの変更

は，ソートし直さなくてはならず，作成されたオリジナルフ

ァイルと異なった順序になってしまうからである． 

規定のファイル形式と種々のエントリークラークソフトウ

ェアの使用によってファイルを作成することが可能であ 
る．下記の Webサイトを参照ください． 
http://www.cfa.org/Shows/ShowProductionResources/ShowRec 

ordsDataFile.aspx 

 

現在の料金表は CFAの下記の Webサイトにあります． 

http://www.cfa.org/Portals/0/documents/price-list.pdf 

CFA本部の連絡先 

THECATFANCIERS'ASSOCIATIONINC 

260EastMainStreet 

Alliance,Ohio44601U.S.A. 

電話 330-680-4070ファックス 330-680-4633 

www.cfa.org 

Email:cfa@cfa.org 版権保有：

TheCatFanciers'Association,Inc  

日本語版：CFAジャパンリジョン 
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第１章 

プロローグ 

全てに適用されるルール 

 

1.01 各出陳者，各クラブ，およびそれぞれのショー役員に
おいてはCFA のショーが開催される国に固有のすべ
ての法令と必要とされる条件を遵守することが求めら
れる。 

 
1.02 それは、これらのショールールの⽬に余る無視に⽰

す、停⽌または除名によりメンバーズクラブを罰する
ためのCFAの⽅針です。 

 
1.03 だれでも⼀部にスポーツマンらしくない⾏為はCFA憲

法の第15条に基づいて懲戒処分の対象となります。 
 

第２章 

定義 
 

2.01  アジリティハンドラーとはアジリティコースにおいて
猫をリードする個⼈である。 

 
2.02  中性化した猫とは，オスの場合は睾丸を。メスの場

合は卵巣を外科的に摘出された猫を⾔う。輸精管摘出
のみの猫にはエントリーの資格がない。 

 
2.03  ベイチェックインとは、受付の終了時に出席者によ

る確認が含まれ、品種のすべてのカテゴリ（すなわ
ち、キツン、チャンピオンシップ、およびプレミアシ
ップを組み合わせたもの）内の特定のカラークラスの
すべての猫が審査のために存在し、それらが例えばコ
ンディション不良、カラー不明瞭、明らかな病気など
ショー可能な状態に無いことを保証するすることが確
認される。このプロセスは中国のショーにおいて、そ
のショーの審査リングで最も少ないジャッジケージの
総数（12または16）より多くのカラークラスのエン
トリがある場合に実施される。このチェックインに参
加しなければならない猫は、遅刻することは許され
ず、⽋席とマークされると2⽇間のショーの両⽇を含
め、ショー全体の期間中アブセントとみなされる。た
とえば、カラークラス2500/2501のソリッドカラー
ブリティッシュショートヘアーでは、キツン7匹、チ
ャンピオンシップ9匹、プレミアシップ1匹が16ケー
ジからなる最⼩のリングでエントリーした場合、その
カラークラスはベイチェックインの対象となり、その
カラークラスは総数で17匹である。 

 
2.04  ベンチドキャット（審査待機猫）はショーに参加，

競技で有資格となっており、少なくとも１つのリング
で審査を受けた猫である（中国を除く 28.02参照）。
そのような猫は，そのショーのすべて（のリング）に
おいて，出陳され競技されたものとみなされる．ひと
つのリングで競技した失格となった猫を含むすべての
猫は，得点（ショーポイント）の算出において，ベン
チドキャットとみなされる（中国を除く 28.02参
照）。中国では、失格またはコンディション不良、受
賞不⼗分(IM)（11.23および11.24参照）で受賞をで
きなかった場合、猫はそのリングにおいてアブセント
とみなされる。 

 
2.05  いかなるタイトル（ブロンズ、シルバー、ゴール

ド）のベンチドチャンピオン／プレミアとは，少なく
とも⼀つのリングにおいて，チャンピオンあるいはプ
レミアとして競技に有資格猫として出陳され，審査さ
れた猫を指す．チャンピオンあるいはプレミアとして
競技したオープンを含むチャンピオンあるいはプレミ
ア猫および2day ショーにおける１⽇⽬の後にグラン
ドチャンピオンあるいはグランドプレミアにトランス
ファーされたチャンピオンあるいはプレミア猫は，す
べてのリングでチャンピオンあるいはプレミアであっ
たとカウントされる．そのような猫は当該ショーのす
べてにおいて競技に参加したとみなされる．ひとつの
リングで競技した失格となった猫を含むすべての猫
は，グランドチャンピオンシップとグランドプレミア
シップに関わるグランドポイントの算出において，ベ
ンチドキャットとみなされる． 

 
2.06  このショールールの中で記載されている「猫」と

は，８ヶ⽉齢以上のイエネコを指し，オス，メス，去
勢オス，不妊化⼿術済みメスのいずれも含む． 

 
      イエネコとは，学名Felis catus として知られる猫科

の亜種の動物である、さらにレジストレーションの
CFAルールに承認されたベンガルである。 

 
2.07  公認リングマスターは訓練を受け、リングマスター

のコーディネーターによって与えられたテストに合格
した者である。公認リングマスターは審判を務めるリ
ングに責務を負っており，障害物の配置に責任があ
る． 

 
2.08  a. ノービスクラスは，中性化（不妊化）したあるい

は中性化していないオスメスどちらでもよく、ロング
ヘアーのエキゾチックを含むショーに出陳できCFA 
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に登録可能なブリードとカラーであり（2.04）、ショ
ー初⽇において８ヶ⽉齢以上であり、ショーカタログ
にリスティング（記載）された猫のためのものであ
り，CFAの恒久的なレジストレーションナンバーも，
⼀時的なレジストレーションナンバーも持っていない
猫のクラスである。これらの猫の⽗猫、⺟猫はショー
カタログに記載されていなくてはならない。この要求
に満たない猫はエントリーの資格がない。ノービスク
ラスはクォリファイリングを受賞する。その猫のCFA 
への登録によってクォリファイリングはチャンピオン
／プレミアのタイトルへの記録として加えられる。ノ
ービスクラスで競技している猫はチャンピオンあるい
はプレミアとして競技することはできない。ノービス
クラスの猫はナショナル／リジョナルポイントに関し
ての資格はないし、ポイント計算のためのいかなる猫
のカウントにも含まれない。このクラスはCFA がラ
イセンスしたすべてのショーに設定される。 

 

      b. オープンクラスはCFA に⼀時的な，あるいは恒久
的なレジストレーションナンバーを持ち，チャンピオ
ンシップ競技に認められたカラーの猫にたいするもの
で，ショー初⽇に８ヶ⽉齢以上の猫についてのもので
ある．チャンピオン確認申請に必要な要件をすでに満
たしている猫は除く．いったんその猫がチャンピオン
確認申請の要件を満たした場合，以降のショーにおい
て，オープンクラスで競技する資格はない（2.07 お
よび8.05）．オープンの猫はショーカタログにはオー
プンとして記載されるが，ジャッジブックにはチャン
ピオンとして記載される．審査においては，オープン
クラスはチャンピオンクラスのサブセット（⼀部）と
考えられる．チャンピオンクラスで競技したオープン
はチャンピオンにカウントされる． 

 
      c. チャンピオンクラスはCFA のチャンピオンシップ

の要件を満たし，セントラルオフィスにチャンピオン
登録申請フォームを登録料とともに送付されたか，オ
ンラインで登録処理されたか，あるいは2day ショー
の初⽇のうちに審査終了までにマスタークラークに確
認申請フォームが受理された猫のためのものである．
チャンピオンクラスは競技⽬的のためにオープン（⼀
時的あるいは恒久的なレジストレーションナンバーを
持つものを）を含む．オープンの猫はショーカタログ
にはオープンとして，ジャッジブックにはチャンピオ
ンとして記載される．チャンピオンクラスで競技した
オープンはチャンピオンにカウントされる。チャンピ
オンクラスに参加し、チャンピオンとして数えられる
CHタイトル（ブロンズ、シルバー、ゴールド）のチ
ャンピオンも含まれる。 

 
      d. グランドチャンピオンクラスは⼀時的あるいは恒

久的なレジストレーションナンバーを持つ猫がCFA 
のグランドチャンピオンシップを完成させた猫のため
のものである．このような猫はCFA セントラルオフ
ィスによって⾃動的に確認されるほか，⼀時的なレジ
ストレーションナンバーを持つ猫においても⼗分な蓄
積ポイントによって達成される，あるいはオーナーあ
るいはエージェントが2day ショーの初⽇の終了時ま
でにマスタークラークに届け出てグランドトランスフ

ァーされた猫についても，グランドの要件を満たした
と⾒なされる。 

 
2.09  クラスとは，以下に⽰すカテゴリーの競技における

競技の区分である︓キツン、AOV、プロビジョナル
ブリード、その他（⾮競技）、ハウスホールドペット
（家庭猫）の各クラス︓ノービス、チャンピオン（オ
ープンとブロンズ／シルバー／ゴールドを含む）、グ
ランドチャンピオンの各クラス︓ノービス、プレミア
（オープンとブロンズ／シルバー／ゴールドを含
む）、グランドプレミアの各クラスである。 

 
2.10  カラークラスとは，認定された種々のカラーやパタ

ーンのクラスである． 
 
2.11  要約版のショーカタログは，エントリー名，レジス

トレーションナンバー，カラーの記述，エントリーナ
ンバー，出⽣⽇，居住リジョンとオーナー名を含むも
ので，⽗猫⺟猫やブリーダー名は含んでいない． 

 
2.12  競技カテゴリーとは３つの主なグループの事であ

る．すなわちノンチャンピオンシップ，チャンピオン
シップ，プレミアシップ（中性化，不妊化猫）であ
る． 

 
2.13  同時に進⾏するリングとは，引き続いて⾏われる別

のショーという意味ではない． 
 
2.14  失格︓競技から除外すること．そのクラスでは，そ

のエントリーが存在しないものとして審査される．失
格要件は第３章およびそれぞれのブリードのスタンダ
ードに記述されている．ショー委員会，獣医師，ジャ
ッジ，あるいはセントラルオフィスによってエントリ
ーは失格とされる． 

 
2.15  エントリー（出陳申し込み猫）とは，猫／キツン

で，エントリーフォームあるいはエントリーフォーム
のファックスをショーエントリークラークに提出して
競技への参加を受理されたものを⾔う．エントリーは
⾮競技クラス（その他のクラス）に出陳される猫／キ
ツンを含む．このショールールで⾔う「エントリー」
という⽂⾔は，エントリークラークに出陳申し込みを
する事も意味する． 

 
2.16  このショールールで⾔う出陳者とは，ショーにおけ

る１頭あるいは数頭のエントリー（猫）のオーナーあ
るいはエージェントであり，エントリーフォームに記
載された者を⾔う． 

 
2.17  ファイナルアワード︓ショールール 11.30 のファ

イナルのリストに関するルールを参照． 
 
2.18  キツン（仔猫）は，８カ⽉未満の猫を指す． 
 
2.19  リスティングは登録されていない猫を競技に参加さ

せる事を可能にするための⽅法である。リストされた
猫はすべての認可されたショーで許可されています。 
ショーごとの規則に従って、ベンガルは飼い猫として
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の資格があることを証明するために登録番号を要求す
るので、リストされた猫にはなれない。 

 
2.20  ノンチャンピオンシップクラス 
 
      a. キツンクラスはオス，メス，中性化したもの，し

てないもの，すべての仔猫でショーの開催初⽇におい
て，４ヶ⽉齢以上８カ⽉齢未満に対するクラスであ
り，成猫であればチャンピオンシップあるいはプレミ
アシップで競技することができる種別の猫の仔猫につ
いてのクラスである． 

 

      b. ベテランクラスは，ショー初⽇において７歳より
若くない（７歳以上の）中性化した，あるいは中性化
していないオス，メスの猫に対するクラスであり，も
しオーナーが選択すれば，チャンピオンシップクラ
ス，あるいはプレミアシップクラスに出陳できる猫で
ある．ベテランはいかなるベストインショーの受賞資
格はなく，ベテランに対する賞のみを受賞する．ベテ
ランクラスに出陳された猫は，同⼀のショーにおい
て，競争的なカテゴリー（チャンピオンシップやプレ
ミアシップ）で競技する資格はない． 

 
      c. AOV クラスは，登録された猫あるいは登録された

キツンに対するクラスである．その祖先はチャンピオ
ンシップあるいはプレミアシップの競技出陳資格のあ
るものであるが，その猫はショースタンダードに合致
しないものである（カラー，コート，性別，無尾ある
いは部分的に無尾の猫においては尾，あるいは⽿）．
ブリードスタンダードに記述された失格要件のある猫
はAOV クラスに出陳する資格はない．AOV エント
リーはそのブリードにAOV クラスがある場合のみ賞
を受け取ることが出来る．AOV はキツン，成猫，中
性化された成猫の部⾨それぞれにおいて競技し，性別
の１席，２席，３席，またカラークラスのベストカラ
ー，セカンドベストカラーを受賞する．ただしブリー
ドあたり，カラークラスはひとつである．AOV クラ
スを持つブリードについては，32.01 に記述があ
る． 

 
      d. プロビジョナルブリードクラスはCFA に登録され

た猫／キツンに対してのものであり，CFA がプロビ
ジョナルブリードのスタンダードを設定したもので，
チャンピオンシップの競技には容認されない猫種に対
してのクラスである．プロビジョナルブリードクラス
に出陳された猫は，プロビジョナルブリードクラス内
での賞だけが有効である．プロビジョナルブリードで
は，キツン，成猫，中性化された猫について別々に，
１席，２席，３席（性別に），ベストカラー，セカン
ドベストカラーの競技が⾏われる．カテゴリー（すな
わちキツン，チャンピオンシップ，プレミアシップ）
それぞれにおいてカラークラスはカテゴリごとに1つ
のクラス（すなわち、キツン、チャンピオンシップ、
プレミアシップ）。 クラブの裁量では、プロビジョナ
ルの猫が審査された各リングでBest of Breed, 2nd 
Best of Breed, 3rd Best of Breedが提供され、3つ
のカテゴリーで競争するすべての猫に1つの賞が提供
される。 

 
      e. その他の猫種のクラス（⾮競技）は，プロビジョ

ナルブリード競技に出陳できない登録猫／キツンにつ
いてのものである．その他のクラスへのエントリー
（猫）はジャッジによって審査されるが，クラブがそ
の他で競い合っているネコにBest, 2nd Best, 3rd 
Bestを提供することを選択しない限り、このクラス
ではいかなる賞も与えられない。これらの賞が提供さ
れれば、ミセラニアスとしてハンドリング／審査され
た各リングで、3つのカテゴリを組み合わせたすべて
の猫に対する1つの賞（例えば、best overall, 2nd 
best overall, 3rd best overall）が与えられる。 

 
      f. ハウスホールドペットクラスはイエネコの，キツ

ン（中性化したもの，してないもの）あるいは中性化
された猫／キツンである．ハウスホールドペットはハ
ウスホールドペットクラスでのみ受賞する．ハウスホ
ールドペットは他の⾎統猫種とは別に審査され，美し
さとコンディションによってのみ審査される．野⽣猫
あるいは野⽣猫とのハイブリッド猫はエントリーの資
格がない。ベンガルがこのクラスにエントリーする場
合、レジストレーション・ナンバーを持っていなけれ
ばならない（第６章エントリー資格参照）。 

 
      g. 展⽰のみのクラスは，エントリーを受理され，シ

ョーカタログに名前が記載されたものではあるが，い
かなるリングにおいてもハンドリングが予定されてな
い猫／キツンである。ベンガルがこのクラスにエント
リーする場合、レジストレーション・ナンバーを持っ
ていなければならない。 

 
 h. アジリティ競技は、ショールール6.24に従ってア

ジリティ・エントリーが提出された猫またはキツンの
ためのカテゴリーである。アジリティの猫/キツン
は、ショールール37.04に従って採点を決定する。ベ
ンガルがこのクラスに参加するためには、登録プロセ
スの⼀環としてアジリティ・リングマスターにレジス
トレーション・ナンバーを提供する必要がある。 

 
2.21  減点⽅法︓審査員は，出陳された猫のスタンダード

のある特定の部分に割り当てられたポイントの⼀部あ
るいは全部を差し引く． 

 
2.22  恒久的（パーマネント）なレジストレーションナン

バーとは，猫／キツンがCFA のリター（⼀胎仔）登
録あるいはレジストレーションルールに定められたそ
れぞれのブリードの必要な代数の⾎統書を⽤いた個体
登録によって得られた番号である． 

 
2.23  プリントされた︓特に注釈がない限り（「活字体での

直筆」と指⽰されたような場合）このショールールの
ように，機械的に作成（印刷）された情報を指す． 

 
2.24  プレミアシップクラス 
 
      a. プレミアシップクラスはCFA に登録された８ヶ⽉

齢以上の去勢あるいは不妊化（避妊⼿術）された猫
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で，もし中性化してなければチャンピオンシップで競
技できる猫に対するクラスである． 

 
      b. グランドプレミア、プレミア（ブロンズ、シルバ

ー、ゴールドを含む）、オープンおよびノービスのク
ラスは、それぞれのチャンピオンシップカラークラス
に相当する去勢，不妊化猫に対するクラスである。そ
れぞれの資格要件はチャンピオンシップ競技における
要件と同じである。 

 

2.25  レコーデッドキャットとは、セントラルオフィスから
CFAレコーディングナンバーを受け取ったハウスホー
ルドペットのことである。CFAレジストレーションナ
ンバーを持った⾎統猫は、レジストレーションプレフ
ィックスがハウスホールドペットのカラークラスのプ
レフィックス（0892/0893）に変更された場合、彼
らがレコーデッドキャットであるかのように競う事が
できる。カラークラスのトランスファーは⼀⽅向であ
り、逆⽅向の場合はCFA理事会による承認の対象とな
る。 

 
2.26  登録された猫とは，CFA セントラルオフィスから送

られたCFA レジストレーションナンバー（登録番
号）を受け取った猫のことである． 

 
2.27  リング（審査）とは，⼀⼈のジャッジ（審査員）に

よって審査される競技を⾔う． 
 
2.28  ショーとは，⼀般的にはライセンスされたいくつか

のリングが同時に進⾏するものであり，同⼀のショー
主催者によって開催され，同⼀のショー委員会によっ
て管理され，同⼀の会場で⾏われるものを⾔う． 

 
2.29  本ルールで⾔うショーマネージメント（ショー運営

者）とは，以下のものを指す． 
 
      a. ショーを提供するクラブあるいはその役員会，あ

るいは 
 
      b. リジョンにおいては，リジョナルディレクター 
 
2.30  ショー提供事業組織は，個⼈，個⼈によるグルー

プ，あるいは法⼈であって，個⼈名，あるいは会社名
で商業⾏為を⾏っているかにかかわらず，CFA メン
バークラブに対して，いかなる報酬あるいは給与のた
めに，いかなる以下のひとつあるいは複数のサービス
を⾏うものである（ショー提供事業組織と⾔う）． 

 
      a. エントリークラークの資格で働く 
 
      b. ショーセクレタリーの資格で働く 
 
      c. ショーマネージャーの資格で働く 

      d. CFA ライセンスショーの開催に関するあるいはシ
ョーが⽣み出すいかなる基⾦について，その⾦額に
かかわらず，取り扱い，管理，所有しなければなら
ない。 

      e. CFA ライセンスショーに関して雇⽤したり使⽤す
るいかなるCFA ライセンスジャッジ，ショーホー
ル，ケージレンタルサービス，あるいは独⽴した⼩
売業者の選定と契約における取り扱い，管理，決定
にも責任を持つ． 

 
      この定義の⽂⾔に⼀致する個⼈，個⼈によるグループ

のすべてのメンバー，組合の構成員全員，法⼈の役
員，理事，株主全体が有効に適切に選ばれた当該ク
ラブのメンバーであり，サービスを⾏うためのもの
である場合，彼らはショー提供事業組織であるとは
考えられるべきでない． 

 
2.31  CFA ショーシーズンは５⽉の最初の週末からはじま

り，４⽉の最後の完全な週末に終了する．ショールー
ル2.33による． 

 
2.32  スーパー・スペシャリティ・リングは、キツンとチ

ャンピオンシップ、またはプレミアシップのカテゴリ
ーを含む競技で、ジャッジがロングヘアーとショート
ヘアーの両⽅のファイナル⾏う。また、スペシャリテ
ィでのファイナルに選ばれた猫の中からオールブリー
ド・ファイナルに参加できる。 

 
2.33  ⼀時的（テンポラリー）なレジストレーションナン

バーとは，リストされた猫のための番号であり，CFA
のショーで競技し，競技カテゴリーにおいて受賞しよ
うとするためのものである，たとえばショーでの得点
やクォリファイリングがその猫に付与される．（ルー
ル6.16 TRNの⼊⼿⽅法を参照） 

 
2.34  トラディショナルデイト、あるクラブが連続する２

年にわたって同じ週末（⽇にちも考慮される）にショ
ーを開催するとトラディショナルデイト（いつもショ
ーを⾏う⽇程）と⾒なされる。トラディショナルデイ
トには２種類ある．ひとつは固定されたもので，すな
わち⽉の決まった週末であり，第１，第２，第３ある
いは第４週である（連同じ⽉の第５週が続した２年に
存在することはあり得ないので，⽉の第５週はトラデ
ィショナルデイトにはできない），もうひとつは流動
的なもので，イースターや国⺠の祝祭⽇，ショーシー
ズンの最後の週末，その他。連続２年にわたってその
⽇程でショーを⾏わなかった場合には，トラディショ
ナルウィークエンドの特権を失う． 

 
      隔年にショーを開催しているクラブにおいては，⽉と

週末の位置，そして偶数年か奇数年かでトラディショ
ナルショーデイトが規定される．このようなクラブで
は，その⽇程で２回ショーを開催しなかった場合に特
権を消失する． 

 
2.35  週末とは，⾦曜⽇／⼟曜⽇，あるいは⼟曜⽇／⽇曜

⽇，あるいは⽇曜⽇／⽉曜⽇のような連続した２⽇間
である．⽉のさいごの週末は，週末の⼟曜⽇と⽇曜⽇
の両⽅がその⽉に含まれているものである．しかしな
がら，ショーシーズンの開始と終了を決定する，ある
いはトラディショナルデイを決定する⽬的において
は，⼟曜／⽇曜の⽇程が⽤いられる．各⽉の最初の週
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末は，その⽉の⼟曜⽇と⽇曜⽇の両⽅が含まれる最初
の週末である．４⽉においては，最後の週末は⼟曜⽇
と⽇曜⽇の両⽅が４⽉に含まれるさいごの週末であ
る．４⽉30 ⽇が⼟曜⽇の年は，新しいショーシーズ
ンの開始の週末は４⽉30 ⽇の⼟曜⽇と５⽉１⽇の⽇
曜⽇の週末であり，トラディショナルデイ指定のため
の最初の週末は５⽉の最初のフルの⼟⽇（この場合は
５⽉７－８⽇）とする． 

 

2.36  賞の保留︓他では有効なエントリーとされても，ジャ
ッジの考えでエントリーが賞に値しないと考えた場合
には，賞を保留することができる．賞の保留の要因に
ついては11.22と11.23を参照のこと． 

 
2.37  承認⻘少年育成（猫）プログラムについては，CFA

⻘少年育成（猫）ガイドラインに移⾏された． 
 

第３章 

ジャッジの招聘とジャッジの受諾 
 

3.01  メンバークラブはジャッジングプログラムのゲストジ
ャッジ管理者の承認なしにCFA ジャッジリストにな
い者とジャッジ契約の要請を⾏ってはならない． 

 
3.02  a. CFA ではない愛猫団体に加盟しているクラブから

の招聘は，CFA ジャッジングプログラム／ボードの
承認を要し，アプルーブドオールブリード，アプルー
ブドスペシャリティー，あるいはアプルーバルペンデ
ィングオールブリードあるいはスペシャリティジャッ
ジのみが対象となる．ハウスホールドペット，4-H，
ペットフェアー，セミナーはどのライセンスのCFA 
ジャッジも受諾することができ，招聘を受諾する前に
ジャッジングプログラムチェアマンへ通知しなければ
ならない． 

 
      もしCFA ジャッジが2, 3 あるいはそれ以上の連続し

た⾮CFA の認可されたショーにゲストジャッジとし
て契約していた場合で，国内の状況の変化のために
（ただし病気や無資格になった場合は除く）これらの
外国での任務をキャンセルした場合は，これらの週末
にCFA のショーを受諾することが許される． 

 
      b. インターナショナルディビジョンのクラブからの

招聘は、アプルーブドとアプルーバルペンディングジ
ャッジのみ考慮される。ジャッジはライセンスのある
スペシャリティーのみ審査してよい。ひとつのスペシ
ャリティーでアプルーブドになれば、他のスペシャリ
ティーがアプレンティスでライセンスされればそのス
ペシャリティーも審査してよい、もしくはリジョン
８，９在住、またはインターナショナルディビジョン
のいかなるレベルのジャッジ。そのジャッジは⾃⾝が
ライセンスされたスペシャリティについてのみ審査す
ることが許される。 

 
      c. CFA クラブからの⾮CFA ジャッジの招聘は，CFA 

ジャッジングプログラムコミッティーの認可にかけら
れるが，ジャッジングプログラムコミッティーに容認

されて登録された団体のアプルーブドオールブリー
ド，アプルーバルペンディングオールブリード，アプ
ルーブドスペシャリティージャッジとしてのみ考慮さ
れ最低5年間はその協会で積極的に審査しているこ
と。ジャッジはライセンスされたレベルでのみ審査し
てよい。そのショーにスペシャリティリングがある場
合、スペシャリティしか審査できないCFAジャッジが
いる場合を除き、ゲストジャッジがスペシャリティを
担当する。 

 
      d. 個⼈は，ショーシーズンあたり１０回，ひとつの

クラブあたり５回のゲストジャッジを⾏ってよい． 
 
      e. もし可能であれば，2 ⽇にわたるショー（6x6, 

あるいはバックトゥーバック）の任務についているゲ
ストジャッジがショーの2 ⽇⽬に審査することにな
っている場合，ゲストジャッジの審査をCFA ジャッ
ジが観察／評価す機会を可能にすることが推奨され
る． 

 
3.03  クラブからジャッジへの招聘状は業務が１⽇か２⽇

かを明記しなければならない．もしジャッジが１⽇だ
け任務につく場合には，どちらの⽇であるか明記しな
ければならない． 

 
3.04  クラブからの署名⼊り契約の形でのCFAクラブから

ジャッジへのコントラクトは、ジャッジの受領⽇から
15⽇以内に、肯定的または否定的に回答されなけれ
ばならない。そうであれば、答えは署名された完成し
たコントラクトの形になり、それがクラブに返され
る。クラブとジャッジの両⽅が署名した契約を結ぶま
で、契約は有効とみなされない。 

 
3.05  裁判官が招待を受け⼊れる意思がある場合、それは

完全に署名された契約を両⽅の当事者によって⼆重に
送付するか、この契約が裁判当⽇に公認CFA裁判官で
あるという規定を含む電⼦的に送信されたコピー1
部 。 このオファーは、郵送または送信された⽇に発
⾏される必要がある。 

 
3.06  契約書の最初の１枚は，そのジャッジに送られる．

２枚⽬はショーライセンス申請書とともにセントラル
オフィスへ送られる（4.04.b 参照）．２枚⽬のコピ
ーはクラブに保存され整理される． 

 
3.07  署名されたコントラクトをクラブに郵送または電⼦

的に送付したジャッジは、そのショーを審査するオフ
ァーを保持する義務がある。 

 
3.08  そのジャッジとそのクラブの役員によってサインさ

れた契約書は，ジャッジとクラブとの契約成⽴とな
る．もしクラブが契約の⼀部の変更（リングの形式，
バックトゥーバックの⽇にちの変更）だけを⾏うので
あれば，再契約は必要ない．双⽅が合意すれば，これ
らの変更は電⼦メールあるいはファックスでセントラ
ルオフィスに連絡してよい。さいばんかんジャッジの
許可なく契約を変更したクラブまたは個⼈は、CFAか
らの罰⾦または執⾏停⽌の対象となる。 
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3.09  成約契約書はそれぞれの相互の合意によって破棄し

たり，再交渉してもよい．契約が破棄された場合（契
約したジャッジが多すぎたり，ショーがキャンセルさ
れたりした場合）そしてそれがジャッジの落ち度でな
い場合には，そのジャッジはその週末において出陳し
てもよいし，別のショーの審査契約をしてもよい． 

 
3.10  ジャッジは合意してサインした契約書の内容を，情

状酌量できる証拠がある例外を除いては，遂⾏する義
務がある． 

 

3.11  ジャッジがその契約の解除を申し出た場合，あるいは
契約の再交渉を辞退した場合，a.ジャッジはその週末
に出陳できないし，b.また他のクラブがその週末に⾏
うショーの契約を受諾してはならない． 

 
      本規則は居住場所の変更や，ショーフォーマットの変

更，あるいは証明可能な医学的な理由で契約を履⾏で
きないことにより契約が終了した場合には適⽤されな
い．その週末に出陳する許可は，ジャッジングプログ
ラムに請求しなければならず，また，ショールールあ
るいはジャッジングプログラム委員会の⽅針を満たす
事が条件である． 

 
3.12  ジャッジは、週末の異なる場所で2つのCFAショーを

受諾することも、同じ場所に2つの1dayショーで構成
される両⽅のショーで公認することはできない。これ
は、CFAジャッジが1つ以上の他の協会と共に開催さ
れ、CFA取締役会の承認を得たCFAショーに契約した
場合、承認された団体のゲストジャッジを受け⼊れる
ことを妨げるものではない。CFA取締役会が、1つ以
上の他協会が開催するショーと併せて承認したことを
⽰す。 

 
3.13  キツン，チャンピオンシップ，プレミアシップ，お

よびベテランクラスについてCFA ジャッジ（少なく
ともアプレンティス）あるいはアプルーブドゲストジ
ャッジが⽤いられなくてはならない．ハウスホールド
ペットクラスではトレイニーの使⽤がクラブに許され
る．ショー開催地によって，リングの数に占めるCFA
ジャッジの数は下記を満たさなくてはならない． 

 

 

Regions 1-9 International 

Division 

(ロシアを除く) (ロシアを含む) 
リング数 CFA Judges リング数 CFA Judges 

2-3 2 2-3 2 

4-5 3 4-5 3 

6 4 6 4 

7 5 7 5 

8 6 8-9 6 

9-10 7 10-11 7 

11 8 12 8 

12 9   

 

      上記のうち11 あるいは12 リングのものは，同じ場
所で同じ週末にひとつ以上のクラブによって開催され
る５リング以上のリングのふたつのショーから構成さ

れる。ロングヘアーとショートヘアーの両⽅のリング
がCFAジャッジによって審査される場合、そのリング
はCFAジャッジによって審査されると⾒なされる。
CFAジャッジが1つのスペシャリティのみを審査する
場合、そのリングはCFAジャッジによって審査された
とは⾒なされない。 

 
3.14  契約したジャッジが任務につけない時，ショーマネ

ージメントはそのショータイプで任務につくことが認
められるCFA ジャッジの任務を確保しなければなら
ない．ジャッジコントラクトは審査の開始前にサイン
されなくてはならず，写しはセントラルオフィスに直
ちに送付されなくてはならない． 

 
3.15  ショーセクレタリーはショーライセンス申請書を

4.04項に概要を⽰したようにセントラルオフィスに
提出しなければならない． 

 

第４章 

ショーライセンス 
 

4.01  CFA の賞が与えられるいかなるタイプのショーを主
催するメンバークラブも，ライセンスを得なければな
らない．ライセンス申請をするメンバークラブあるい
はリジョナル・ディレクターは本規定にしたがい，こ
れらのルールに厳密にしたがったショーを指導するこ
とに同意し，もしエグゼクティブボードやジャッジン
グプログラムチェアマンによって請求があれば，任務
についているジャッジの仕事と指⽰についての報告，
ショーの指⽰についての情報，これらはCFA ボード
が指定した形式による収⽀報告を含むもの，を提出す
ることに同意したと考えられる． 

 
4.02  ショーライセンス発⾏のために以下の料⾦が必要で

ある． 
 
      a. ショーが開催される当該年までのクラブ年会費と

保険料 
 
      b. ショーライセンスおよびショー保険の料⾦ 
 
      c. その他の未払いの料⾦ 
 
4.03  以下の例外を除いて，他のいくつかのクラブによっ

て同じ⽇程でショーが予定されているという理由でシ
ョーライセンスを拒否してはならない． 

 
      a. リジョンの年次アワード授賞式に付随して⾏われ

れるリジョナルショーの開催される週末において，同
じリジョンに他のショーはライセンスされない 

 
      b. インターナショナルディビジョン内のショーは、

中国でのショーを除いて、1000km 以内で⾏われる
同⼀週末におけるインターナショナルディビジョンの
ショーはCFA インターナショナルディビジョン議⻑
によって承認されない限りライセンスされない。中国
では、適切なCFAインターナショナルディビジョン議
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⻑の承認がない限り、中国でライセンスされた別のシ
ョーの650キロメートル（約400マイル）以内で同じ
週末にショーを⾏うことはできませんない。 

 

      c. 前年と異なる週末，あるいは都市において開催さ
れるいかなるショーにおいては，そのショーの開催が
計画されているリジョン（リジョン１－９）のリジョ
ナルディレクター，インターナショナルディビジョン
においては然るべきインターナショナルディビジョン
のチェアマンの書⾯で許可を得なくてはならない．書
⾯での許可ははショーライセンス申請書と同時に送付
すること、そしてリジョン1-7は隣接するリジョナル
ディレクターから必要な全ての承認が該当する場合、
得られた承認を含める必要がある。．許可が得られる
前に，付随するリジョン1-7のリジョナルディレクタ
ーはCFA ニュース広報の購読者あるは類似したCFA 
が管理する電⼦メールリストにそのようなショーライ
センス申請があることを通知しなければならない．発
⾔のあるクラブはリジョナルディレクターに，その通
知から７⽇以内に連絡すること．リジョナルディレク
ターはすべての情報をもとに考慮するが，ディレクタ
ーは情報に拘束されるわけではない．ショースケジュ
ールを管理するCFA 理事会によって適⽤される他の
ポリシーに追加されるものである．本項はハワイにお
いて認可されたショーには適⽤されない． 

 
      d. リジョナルディレクター(RD) および隣接するリ

ジョナルディレクターの承認がショーラーセンスを得
ようとするいかなるリジョン1-7のクラブにも要求さ
れるが，ひとつの例外がある．同様にリジョン8-9の
クラブのためにRDの承認が必要とされ、インターナ
ショナルディビジョンのクラブでは然るべきインター
ナショナルディビジョンのチェアーの承認が必要であ
る。例外はトラディショナルデイトにショーを開催す
るクラブはその後の年にその⽇のショーを開催するた
めにRDの承認を必要としない。 

 
      流動的なトラディショナルデイトが、⼀定のトラディ

ショナルデイトの週末と同じリジョンになってしまっ
た場合、RDの承認はどちらかまたは両⽅のショーを
認可することを要求される。隣接するリジョナルディ
レクターの承認がCFAニュースの発表から7⽇以内に
要求されているリジョナルディレクターに書⾯で提供
される。 

 
      CFA セントラルオフィスはCFA Web サイトにおい

てすべてのトラディショナルデイトを記載したページ
を維持し，そこには少なくともトラディショナルデイ
トにショーを開催するクラブ名称，前回開催された
市，州（必要な場合には，国名）が記載されている． 

 
      e. トラディショナルショーデイトを持つクラブが，

１年，ショーを開催しない予定があるなら，リジョナ
ルディレクターに可能な限り早く通知しなくてはなら
ない．その⽇程は１年限りの「空室」の⽇程となり，
リジョンあるいは他のクラブに１年だけ利⽤可能とな
る． 

 

      リジョナルディレクターによる許可があれば，空いて
いる⽇程に他のクラブがショーを開催することができ
る．空いている⽇程にショーを開催しようとするクラ
ブは，その⽇程で１回だけのショーを開催したい旨の
クラブの会⻑とセクレタリーの署名⼊りの⼿紙を，シ
ョーライセンス申請書とともに提出しなくてはならな
い．⼿紙の写しは，リジョナルディレクターに送付す
ること． 

 
4.04  ライセンス申請書はセントラルオフィスから⼊⼿で

きる公式の様式で，ショーの開催初⽇より起算して少
なくとも90 ⽇前までの消印の郵便でセントラルオフ
ィスに受領されなければならない．ショー開始⽇の
90 ⽇以降の消印のある申請者は，正規のショー処理
と保険料⾦の他に，CFA の現在の料⾦表に記載され
た延滞処理料⾦を⽀払うこと．（残⽇数ごとの⾦額表
は削除された） 

 
      ショー開催の30⽇以内にショーライセンスの完全で

正確な申請がセントラルオフィスに届いた申請にはラ
イセンスは与えられない． 

 
延滞料⾦を⽀払わないクラブは良好(good standing)
とはみなされない． 

 
      主催クラブのショーセクレタリーはセントラルオフィ

スに以下を提出しなければならない． 
 
      a. それぞれの提供クラブにつきライセンス申請書２

部（メンバークラブは他のメンバークラブに対して，
リングのスポンサーになることをリクエストできる．
そのような場合には，そのクラブのセクレタリーのサ
イン（署名）⼊りの各リングスポンサーについてのラ
イセンス申請書が必要である．リングスポンサークラ
ブもgood standing でなければならない）． 

 
      b. サイン（署名）されたジャッジングコントラクト

（ジャッジ契約書）それぞれ１部．（注） 
 
      c. ショーライセンスと保険料 
 
      これらの書類と料⾦はひとつの包装で提出されなけれ

ばならない．セントラルオフィスは正しい様式で提出
されなければライセンスを発⾏しない．オフィスはラ
イセンス認定書のコピーを返送する． 

 
      遅滞処理料⾦は，すべてのジャッジのコントラクトを

添付した申請書と申請料および保険料が，ショー開始
⽇までに90 ⽇を切った消印のある郵便で届いた場合
に適⽤される． 

 
      （注）クラブは１リングだけならジャッジ契約をして

いないリングを予定することが許される（⼀般に"後
ほどお知らせする"(TBA)ジャッジとされるものであ
る）．クラブがそのようなリングを選んだ時は，ライ
センスのジャッジ情報のセクションにTBA と記⼊
し，TBA ジャッジの予定のリングのタイプを記⼊す
る．ジャッジ名とサインの⼊ったジャッジ契約書が
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TBAジャッジとされたジャッジについて，ショー開催
初⽇の30 ⽇前までにセントラルオフィスに届かなく
てはならない． 

 
      ひとたびショーライセンスがセントラルオフィスによ

って承認されたなら，スポンサークラブの変更は認め
られない．例外は，ショー開催初⽇の30 ⽇より以前
に共同開催のクラブの追加申請があった場合である． 

 
      ショーライセンスがセントラル・オフィスによって承

認されると、緊急の場合を除き、ジャッジの任務の変
更（例えば、オールブリードからスペシャリティな
ど）の変更は許可されない。緊急事態とは、1⼈以上
の契約したジャッジが契約通りの審査ができない状況
を指す。緊急事態の結果として、ジャッジが契約を履
⾏できないことがクラブに通知された場合、セントラ
ル・オフィスは、フォーマットまたはジャッジの任務
を改訂する必要性をできるだけ早く通知しなければな
らない。ショーのジャッジ、出陳者、リジョナル・デ
ィレクターは、フォーマットの変更やジャッジの変更
を直ちに通知する必要がある。アプルーブド・オール
ブリードになっていないジャッジの変更が含まれてい
る場合、変更に先⽴ちCFAの執⾏委員会による承認さ
れなければならない。 

 
      緊急時には、フォーマットの変更が許可される。通知

には、フォーマット変更を必要とする緊急事態の説明
が含まれていなければならない。ジャッジがショーの
ために交代された場合やジャッジの任務が変更された
場合には、早期に提出されない場合は、改訂されたジ
ャッジ・コントラクトをショーパッケージと共にセン
トラル・オフィスに提出する必要がある。 

 
      ジャッジとエントリー（猫）のすべてが２⽇とも出席

する２dayショーからバックトゥーバックショーへの
変更あるいはハウスホールドペットあるいはベテラン
クラスの審査の追加は，フォーマット変更とはみなさ
れない（4.06参照）．しかし，セントラルオフィスと
契約ジャッジはクラブによって変更を通知されなくて
はならない． 

 
      もし２dayショーが１dayショーへ，あるいは１day

ショーが２dayショーに変更になる場合，ジャッジ，
出陳者，リジョナルディレクター，セントラルオフィ
スは直ちに通知されなくてはならない． 

 
 d. ショーまで９０⽇以内でライセンスの請求をする

場合、ショーライセンスパッケージと共にショーフラ
イヤーも⼊れなければならない。  

 
4.05  クラブやリジョナルディレクターはそのショーにお

いて猫／キツンが１０リング以内のリングで審査され
るようないかなるタイプ，数のリングのショーもスポ
ンサーできる．ショーが特定の猫／キツンについて
10 リングを超えて審査される可能性がある性格のシ
ョーにおいては，ショー委員会はその猫／キツンが出
陳されるショーのショーフライヤーとエントリーフォ
ームにその旨を記載する． 

 
4.06  CFA セントラルオフィスは以下のタイプのショーに

ライセンスを交付する． 
 
      a. 以下の内容の１day ショー 
 
      1. エントリーあたり１〜４回の審査までのオールブ

リード、スーパースペシャリティ、あるいはスペ
シャリティのいかなる組み合わせかのリング。４
つまたはそれ以下のジャッジリングによるショー
は、スペシャリティリングを含むことを要求され
ない、しかし、そう選択をするならばそれらを提
供してもよい。 

 
      2. １day ６リングショーでエントリーリミットが

225 頭のもの．リジョン８、９、中国を除くイ
ンターナショナルディビジョンでは、このショー
でのリングはオールブリード，スーパースペシャ
リティ、スペシャリティのどのような審査の組み
合わせでもよい．リジョン1-7、と中国では、オ
ールブリード、スーパースペシャリティまたはス
ペシャリティの組み合わせで最低１つはキツン、
チャンピオンシップ、プレミアシップでのロング
ヘアー、ショートヘアー両リングでなければなら
ない。スーパースペシャルリングの使⽤は、この
要件を満たしたことにはならない。 

 
      3. ふたつの１day６リングショーが同じ場所で⾏わ

れるショー（6x6 ショー）で，初⽇６リングショ
ーと２⽇⽬の６リングショーからなるもの，エン
トリーリミットはいずれのショーも225 頭．こ
のフォーマットではエントリーは１⽇あたり６審
査リングまでの審査が許される．リジョン１-
７、中国では、どのショーもキツン、チャンピオ
ンシップ、プレミアシップは以下に当てはまって
いなければならない︓ 

 

リング数 スペシャリティリング数 

5未満 規定無し 

5-6 最低1 

7-8 最低2 

9-10 最低3 

11-12 最低4 

 

リジョン８、９、残りのインターナショナルディ
ビジョン（⾹港、マカオ、クウェート、タイを除
く）では、どのショーもキツン、チャンピオンシ
ップ、プレミアシップは以下に当てはまっていな
ければならない︓ 
 
リング数 スペシャリティリング数 

6以下 規定無し 

7-9 最低1 

10以上 最低2 

 

⾹港、マカオ、クウェートまたはタイではスペシ
ャリティリングの必要性はない。 

 
ライセンスの要求は、適切なライセンスフィーと
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保険料とともにこのルールに従ってセントラルオ
フィスに提出しなければならない。 
 
複数のスペシャリティリングが必要とれる場合
は、それらは可能な限り両⽇に均等に振り分けら
れる必要がある。例えば、 
2つ必要な場合、両⽇に1つづつ。 
3つ必要な場合、各⽇に1つと2つ。 
4つ必要な場合、両⽇に2つづつ。 
スーパースペシャルリングの使⽤は、この要件を
満たしたことにはならない。 

 

      b. ２ day ショーで２⽇間にわたって10 回までの審
査がエントリーあたり⾏われ，１⽇あたりではエント
リーあたり最⼤６回までの審査を受けるショー．各⽇
においてジャッジは250 頭以上審査することがない
よう計画されることが推奨される．２ day ショーは
さまざまな形式で提供される。 

 
      リジョン１７または中国において合計５６リング

の場合、キツン、チャンピオンシップ、プレミアシッ
プにおいて最低１つはロングヘアー、ショートヘアー
のスペシャリティリングを設けなければならない。 

 
      リジョン１７または中国において合計７８リング

の場合、キツン、チャンピオンシップ、プレミアシッ
プにおいて最低２つはロングヘアー、ショートヘアー
のスペシャリティリングを設けなければならない。 

 
      リジョン１７または中国において合計９１０リン

グの場合、キツン、チャンピオンシップ、プレミアシ
ップにおいて最低３つはロングヘアー、ショートヘア
ーのスペシャリティリングを設けなければならない。 

 
      リジョン８、９、残りのインターナショナルディビジ

ョン（⾹港、マカオ、クウェート、タイを除く）にお
いて合計７９リングの場合、キツン、チャンピオン
シップ、プレミアシップにおいて最低１つはロングヘ
アー、ショートヘアーのスペシャリティリングを設け
なければならない。 

 
      リジョン８、９、残りのインターナショナルディビジ

ョン（⾹港、マカオ、クウェート、タイを除く）にお
いて１０リングの場合、キツン、チャンピオンシッ
プ、プレミアシップにおいて最低２つはロングヘア
ー、ショートヘアーのスペシャリティリングを設けな
ければならない。 

 
 スーパースペシャルリングの使⽤は、この要件を満た

したことにはならない。⾹港、マカオ、クウェートま
たはタイではスペシャリティリングの必要性はない。 

 
      1. １⽇はロングヘアースペシャリティーで他の１⽇

はショートヘアースペシャリティーの1day スペ
シャリティーショー． 

 

      2. ノンチャンピオンシップとプレミアシップのクラ
スが１⽇，他の⽇がチャンピオンシップのショ
ー． 

 
      3. エントリー上限がが225 頭までのショーであ

り，エントリーは２⽇間出陳し，ジャッジは１⽇
だけ審査して，次の⽇は別のジャッジが審査する
もの（バックトゥーバックショー）．。 

 
      4. ジャッジが２⽇とも審査し，エントリーも２⽇間

出陳するショー． 
 
      5. 上記#2,#3,#4 はオールブリード、スーパース

ペシャリティ、スペシャリティのいかなる組み合
わせでもよい． 

 
      c. ベストオブベストリングは上記のいかなる形式の

ショーにも付け加えられる．ベストオブベスト競技へ
の参加は4.05，4.07.a とb の規定への違反とはみな
されない． 

 
      d. セントラルオフィスはブリード／カラースペシャ

リティーリングをライセンスする．それは特定のブリ
ード／ディビジョン／カラーの出陳に限ったものであ
って，スタンドアロンでもよいし，オールブリード，
ロングヘアー／ショートヘアースペシャリティリング
と併設してもよい． 

 
4.07  それぞれチャンピオンシップあるいはプレミアシッ

プのショーはライセンスされるショーにおいて可能な
チャンピオンシップ，プレミアシップの各々のブリー
ド，カラークラスを含んでいなくてはならない．ただ
し，12.07 項記載の制限に従う．チャンピオンシッ
プ，プレミアシップに加えて，さらにクラスはキツ
ン，AOV，ベテラン，ハウスホールドペット，プロ
ビジョナルブリード，その他（⾮競技）および展⽰の
みの猫のクラスに分けられる． 

 

第５章 

ショーの告知／ショーフライヤー 
 

5.01  ショーの３０⽇前までにCFAのウェブサイトに掲載さ
れる印刷されたショーのフライヤーがなければなら
ず、以下を含む必要がある︓ 

 
a. ショーホールの名称，住所，（番号のある通りの名
称が提供できない場合には，もっとも近い交差する通
りの名称），市，州，郵便番号． 

 
      b. すべてのジャッジの名前の任務の割り当て（オー

ルブリードかスペシャリティーか） 
 
      c. 明記された出陳料 
 
      d. つぎの⽂⾔「ショー会場に⼊場，展⽰されるすべ

ての猫／キツンはエントリー前にライセンスのある獣
医によって，猫汎⽩⾎球減少症（猫ジステンパーある
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いは猫伝染性腸炎として知られていた病気），猫⿐気
管⽀炎，カリシウィルスと狂⽝病に対するワクチン接
種が⾏われていることを強く助⾔する．エントリー前
にFeLV のテストを猫／キツンに受けさせ，陰性であ
ることであると確認することを勧める．」 

 
      e. ベンチング前にすべての⽖は切っておかなくては

ならない． 
 
      f. すべてのチャンピオンシップ（ノービスを除く）

とプレミアシップ（ノービスを除く）、アジリティ
（もしあるなら）の猫および登録されたキツン、レコ
ーデッドハウスホールドペットそして、ハウスホール
ドペット・カラークラスプレフィックスを持ったハウ
スホールドペットとして競争可能な登録された猫は、
CFA のアワードにスコアされる． 

 

      g. 獣医検診の時刻，あるいはショーセクレタリーへ
の⼊場のための提⽰の時刻，審査開始時刻，予定終了
時刻． 

 
      h. 獣医検診のあるショーにおいては，ベンチング前

の獣医検診が必要である旨の記述． 
 
      i. ショー会場において空調設備が提供されているあ

るいはされていないという記述があること（加温，フ
ァン，エアコンディショニング等）．「空調された」
「他の空調システム」のような⽤語は混乱をもたら
し，正確に述べてないので⽤いないこと． 

 
      j. ベンチングスペースのサイズ。 ベンチングケージ

が⽤意されていない場合、フライヤーはこれを明記し
なければならない。出陳者がベンチなしのケージを持
たない場合には、レンタルまたは安価なポップアップ
⽤のワイヤーケージを持っており、フライヤーはその
ようなレンタルまたは購⼊の費⽤を明記する必要があ
る。 

 
      k. 可能ならショーフライヤーとエントリー確認書に

ショー会場の電話番号を記載する． 
 
      l. CFA のロゴあるいはこれがCFA によりライセンス

されたショーであることがショーフライヤーの最初の
ページあるいは最初のパネルに載せる． 

 
      m. 具体的な終了⽇とエントリー・リミット、および

エントリー受付開始⽇があり、ショーの⽇より30⽇
以上前に、すべてを公開しておかなければならない。 

 
      n. もし適応されるなら，ファックスあるいは電⼦メ

ールでのエントリーについて，特別料⾦あるいは現⾦
払いのみ，当⽇払い，回収できない⼩切⼿…等々の情
報（6.21参照） 

 
 o. ショーフライヤーには、Best of Breed, 2nd of 

Breed, 3rd Best of Breedなど、Miscellaneousまた
はProvisionalクラスのエントリーに与えられる特別
な賞の記述が含まれていなければならない。 

 
5.02  ショーフライヤーは以下のような特別の条件や通常

とは異なる問題について明⽰する． 
 
      a. ハンディキャップのある者への利便性における特

段の制限，たとえば⼊り⼝スロープの不備，⾝障者⽤
トイレ等に関する正確な情報． 

 
      b. ショーと同時に展⽰される野⽣動物とノン・ドメ

スティックキャットについての情報（10.10参照）． 
 
      c. ベンチングエリアと審査エリアは禁煙であること

（これは最初のページ⽬に記載すること）． 
 
      d. 出陳者に椅⼦がないかレンタル椅⼦であるという

情報． 
 
      e. ベンチングエリアでの飲⾷不可の場合． 
 
      f. ベンチングエリアと審査エリアいずれか，あるい

は両⽅が閉じた空間ではなく，猫の逃亡に関する安全
配慮がなされなくてはならない場合． 

 
      g. 健康診断書と狂⽝病予防接種が必要な特別な州の

条例． 
 
      h. 著名なジャッジ（CFAにライセンスされていない

ジャッジ、またはゲストジャッジとして承認されてい
るる）がハウスホールドペットを審査するならば、そ
の場合関連するリングがCFAアワードのために記録さ
れない。 

 
5.03  CFA によってライセンスされたショー広告のための

有料のポスター，フライヤー（ショー案内パンフレッ
ト），新聞やテレビ広告は，このショーがCFA ショー
であることを⽰さなくてはならない．印刷されたある
いは視覚的なメディアにおいては，CFA ロゴがこの
⽬的にかなう．ラジオでは［CFA キャットショー］
と⾔うことがこの要求を満たす． 

 
5.04  ショーセクレタリーは少なくともショーの90⽇前ま

でにライセンス承認のため90⽇以内にセントラルオ
フィスにショーフライヤーを提出しなければならな
い。90⽇以内でのショーライセンスの申請書にはシ
ョーフライヤーがショーパッケージに含まれていなけ
ればならない。（4.04 参照） 

 
5.05  ショーセクレタリーは任務につくジャッジとリジョ

ナルディレクターにショーフライヤーを１部ずつ送ら
なければならない． 

 
5.06  ショーエントリークラークはショーフライヤーとシ

ョーエントリーフォームを（あるいはファックスで）
予想される出陳者に送付しなければならない． 

 

 

 

第６章 
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出陳手続き 
 

6.01  CFA のルールの下に⾏われるショーに猫／キツンを
出陳するいかなる者もこれらのルールに従うことに同
意するとともに，本⼈とそのエントリー（猫）はこれ
らのルールに従わなくてはならない． 

 
6.02  ショーに出陳するという⽬的において，猫／キツン

の借受⼈はそのオーナーと同等と⾒なされる．借受⼈
はエントリーフォームに記⼊する際，借受⼈であるこ
とを明⽰しなければならない． 

 
6.03  エントリー（猫）はエントリーフォームにオーナー

として記載された者の所有でなくてはならない．セン
トラルオフィスにおける記録は，エントリーの所有者
について疑義がある際の決定的なものとなる．もし所
有権の移動が出陳申し込み時とショー開催⽇の間にあ
った場合，所有権のトランスファーはマスタークラー
クに報告されなければならない．所有権のトランスフ
ァーがなされたなら，直ちにセントラルオフィスにト
ランスファーを記載した⽤紙をもって⼿続きされるこ
とが必須である． 

 
6.04  a. ショーの初⽇において，少なくとも４ヶ⽉齢の健

康な猫／キツンであって，ショールール6.12 の条項
にしたがって，過去に失格（6.04.b 参照）になった
事のないものは，以下に⽰す例外を除き，CFA によ
って認可されたショーに出陳する資格があり，競技
し，勝利することができる．ここに記載されたルール
により，リボン，賞を得る（10.28 参照）． 

 
      b. 6.04.a の例外として，ふたつの睾丸を持ってない

ために失格となった猫であっても，中性化（去勢）さ
れれば，プレミアシップに出陳できる． 

 
6.05  去勢あるいは不妊化された⼦猫はキツンとハウスホ

ールドペットクラスにエントリー可能である． 
 
6.06  猫汎⽩⾎球減少症（猫ジステンパーあるいは伝染性

腸炎として知られていた病気）がショー初⽇から21
⽇までの間に発⽣した家庭あるいはキャッテリーから
の猫／キツンにはエントリー資格がない．そのような
発症以前にエントリー（出陳申し込み）がなされたと
しても，そのようなエントリー（猫／キツン）はショ
ー会場へ⼊場することができない． 

 
6.07  失格要件のある猫／キツン（尾のキンク，斜視等）

をいかなる⽅法であっても，これらを除去したり改変
したものはエントリーの資格がない． 

 
6.08  出陳資格のあるロングヘアーエキゾチック（ペルシ

ャクラスに出陳してよい）を除いて，猫は登録された
ブリードに出陳されなければならない．キツンは登録
された，あるいは登録可能なブリードに出陳されなけ
ればならない． 

 
6.09  ベストオブベストジャッジを含む公認ジャッジが，

猫／キツンの繁殖者であるか，ジャッジのキャッテリ

ー名が猫名の前あるいは後に付記されている場合，そ
の猫／キツンはそのジャッジのリングでは競技できな
い． 

 
      a. このルールはハワイには適⽤されない．また，ベ

ストオブベストにおいて代理ジャッジが審査する際に
も適⽤されない． 

 
      b. このルールは，トレイニーがカラークラスを⾏う

ショーにおいては適⽤されない．ただし，トレイニー
が繁殖した猫がリングへ出された場合には，トレイニ
ーはそのエントリーをハンドリングしないことを要請
しなければならない．何故なら事前の知識があるた
め，不適切であるからである． 

 
      c. 事前公⽰されたジャッジがブリーダーであるため

にそのリングに出陳できなかった猫／キツンは，その
リングにおいて代理のジャッジに審査を受けることが
ある。つまり、公⽰されたジャッジがそのショーで審
査できない場合、公⽰されたジャッジがその猫や⼦猫
の繁殖者であったために除外されたであろう猫を今度
はそのショーで置き換えるジャッジが審査することが
できる。 

 
      d. キャットショーで出陳者が猫を出陳するにあた

り，審査しているジャッジが猫／キツンのブリーダー
であるか，ジャッジのキャッテリー名が猫／キツンの
前あるいは後ろについているか，猫／キツンがジャッ
ジの直接の家族または世帯，すなわち⽗⺟，兄弟，姉
妹，⼦，養⼦，養⽗⺟，これらに義理の関係を含む家
族の所有・繁殖である猫／キツンは，そのジャッジの
リングでは強制的に"x'd"(XXX)となる． 

 
6.10  ジャッジと共同所有あるいはジャッジと同居する者

による所有のエントリーは，そのジャッジが審査を⾏
うすべてのショーにおいて競技する資格がない．ただ
しこの制限は，ハウスホールドペットあるいはベテラ
ンのみを審査するジャッジには適⽤されない。 

 
6.11  チャンピオン（ブロンズ、シルバー、ゴールドを含

む）、グランドチャンピオン、プレミア（ブロンズ、
シルバー、ゴールドを含む）、あるいはグランドプレ
ミアと確認された猫であっても、確認されているカラ
ーやパターンと異なったカラーやパターンでエントリ
ーすることができる。（スフィンクスを除く、この種
においてはカラーやパターンの記述は記載されない）
オーナーがこの変更を決断したなら、その猫はショー
でチャンピオン／プレミアクラスに、オープンとして
出陳してよい。このような猫は、セントラルオフィス
がカラー、パターンの変更の通知を受けるとともに、
変更に必要な料⾦の⽀払いが受理されない限り、新た
なカラー、パターンとして以降のショーで競技し続け
ることはできない。前のカラー、パターンにおいて得
たポイントやタイトルは新しいカラー、パターンにた
いして持ち越せる。猫のカラーやパターンが変更され
ても、タイトル（例えばナショナルやリジョナルのタ
イトル、チャンピオン／プレミア、グランドチャンピ
オン／グランドプレミアなど）は変わらない。 
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6.12  ⽬，⽿，脚，尾，⽖，成猫のふたつの降りた睾丸の

すべての⾝体的特徴を持たない猫／キツン，あるいは
猫の⾃然な機能を外科的に改変したようなもの（例︓
Tendonectomy=腱切除）はエントリーの資格がな
い．上記にかかわらず，下記に記述の⾝体的特徴を失
ったものは，下記に⽰したカテゴリー（クラス）にエ
ントリーできる． 

 
      a. 中性化した猫はプレミアシップに 
 

      b. 中性化した猫／キツンはハウスホールドペットク
ラスに 

 
      c. 中性化したキツンはキツンクラスに 
 
      d. 睾丸の下降してないキツンはキツンクラスに 
 
      e. 公認された無尾，⾃然発⽣の短尾のブリードはキ

ツン，チャンピオンシップ，プレミアシップクラ
スに 

 
      f. Perinealurethrostomy ⼿術（会陰部の尿道瘻設置

⼿術）を受けた猫はプレミアシップクラスに． 
 
      g. ハウスホールドペットクラスにおける家庭猫で，

⽬，⽿，脚，尾の⾝体特徴を⽋くもの．外科的に
⽖除去したもの，つま先の腱切除⼿術を受けたも
のは出陳することができない． 

  
 h. 成猫やキツンのアジリティ競技。 
 
6.13  いかなる猫／キツンも，ひとつの2day ショーある

いはふたつの1day ショー（最⼤12 リングの審査）
を超えるショーに出陳する前のいかなるベンチングか
らも３⽇以内に競技させてはならない．。2つの1day
ショーが別々の場所であるような場合、猫は、⼀箇所
につき⼀⽇の1dayショーと異なる場所で2dayショー
の第１⽬または第２⽇⽬に出陳することは出来ない。
もし猫／キツンが2day ショーの１⽇だけ審査される
ようにスケジュールされていた場合には，その⽇だけ
ベンチングしたとみなされる．この規則に反してベン
チングした猫／キツンは，後のショー（３⽇以内にベ
ンチングしたショー）で獲得した賞，アワードポイン
トは付与されない。 

 
6.14  a. ショーマネージメントは出陳料（エントリー料

⾦）を決定しなければならない。少なくとも１リング
あたり１ドル以上が必要であり30ドルを超えてはな
らない。クラブはその国の通貨(coi nof the realm)
で⽀払われた出陳料を拒否してはならない。 

 
      b. クラブは、これらのショールールに別段の定めが

ある場合を除き、ショーフライヤーで⽰された料⾦を
すべて維持しなければならない。ショーフライヤーで
⽰されてないか、またはショールールで定められてい
ないものを、クラブや個⼈は料⾦を出陳者に請求する
ことができない。 

 
6.15  CFA に⼀時的にあるいは恒久的に個体登録された猫

のみがチャンピオンシップ，プレミアシップの競技お
よびベテラン，プロビジョナルブリード，その他（⾮
競技）あるいはAOV クラスにエントリーできる．シ
ョーマネージメントは公式なエントリーフォームにレ
ジストレーションナンバーが記載されてなければ，あ
るいは⼀時的なレジストレーションナンバーの請求が
ないかぎり，チャンピオンシップ，プレミアシップ，
ベテラン，プロビジョナルブリード，その他，AOV 
のエントリーの受理を明確に拒否する．（ショールー
ルの2.07.aに記載されたノービスとして競技するリ
ストされた猫は除く）．登録証に記載されている正し
いレジストレーションナンバーで出陳することはオー
ナーの責務である．いかなるAOV，プロビジョナ
ル，その他のクラスのキツンも出陳のためにはレジス
トレーションナンバーが必要である． 

 
6.16  ⼀時的な登録番号（TRN）はCFAセントラルオフィ

スからエントリークラークを通して出陳者に対して取
得される。⼀時登録番号は、適切なTRN⼿数料（クラ
ブへの出陳料に加えて）、申請書、および4代⾎統書
（４代より少ない⾎統書でCFA に登録可能な猫にお
いてはその代数の⾎統書、猫または⼦猫がベンガルの
場合は5世代の⾎統書）を受け取ったときにエントリ
ークラークによって発⾏される。これはペルシャとし
てショーに出陳されるロングヘアー・エキゾチックを
含むでしょう（規則6.08参照）。エントリーの両親が
CFAに登録されている場合は、⾎統の代わりに両親の
CFA登録番号を使⽤できる。料⾦、申込書、および⾎
統（該当する場合はCFA登録番号）は、ショーのチェ
ックインが完了するまでに⼊館担当者に提⽰する必要
があります。これらは、ショーパッケージでセントラ
ルオフィスに提供されます。エントリークラークは、
申請書、⼿数料、および⾎統（該当する場合はCFA登
録番号）を受け取るまでTRNを発⾏しない。ショーが
レビューされる前に⾏われる⾒直しの際、登録番号は
ショーの初⽇から60⽇間有効のままであるか、また
は登録されている品種についてCFA登録要件が満たさ
れていない場合は無効になります。TRNが無効になっ
た場合、それらの猫/⼦猫は関連カテゴリーのオフシ
ャルカウントには含まれない（K / C / P）。セントラ
ルオフィスは、TRNが無効になった出陳者にその決定
の根拠を通知する。それがアジアンレパードを含んで
いるので無効であるとみなされたベンガルの⾎統の場
合には、申し込みはショールールに⾮国内のネコを連
れて⾏くことによってショールール10,10に違反する
出陳者に対する懲戒処分のために理事会に送られる。
注︓猫が、その正規の登録に基づいて他の⽅法で資格
のない競争カテゴリーで競争した場合も、勝利は無効
になる。TRNは、あたかも恒久的であるかのようにカ
タログに印刷される。猫は、彼らがTRNを獲得した最
初のショーの初⽇から60⽇間、競争してポイントを
獲得し続けるかもしれないが、その番号は、60⽇間
の最初のショーの後、または猫がその60⽇間の期間
内に永久登録番号を取得するまで、後続のすべてのエ
ントリーで使⽤されるべきです。この60⽇の期間が
終わった場合、猫は永久的な登録番号なしでエントリ

12



©2020 The Cat Fanciers' Association, Inc.®  Show Rules (2020-2021) 

ーできないかもしれない。特定のショーシーズン中に
TRNで獲得したリジョナルポイント、ディビジョンポ
イント、またはナショナルポイントのクレジットを受
け取る猫について、出陳者は、そのショーシーズンの
終了後の⽉曜⽇までに、関連する永久登録番号をセン
トラルオフィスに提供する必要がある。 

 
6.17  それぞれのエントリー（猫）は名前をもってなくて

はならない． 
 
6.18  猫／キツンを正しい名前，登録されたオーナー名，

居住するリジョン／エリア（地域），必要であればレ
ジストレーションナンバーのもとに正しく出陳するこ
とはオーナーの義務である（6.15と10.23参照）．（ス
フィンクスを除く，この種においてはカラーやパター
ンの記述は記載されない）⼀時的なレジストレーショ
ンナンバーを申請した出陳者はパラグラフ6.16 に規
定された⾎統書も提出しなければならない． 

 
6.19  猫／キツンを正しい競技カテゴリー，クラス，カラ

ークラスおよび正しいカラー／パターン記載でエント
リーし出陳することはオーナーの義務である． 

 
6.20  それぞれのエントリーにおいて出陳者は正確に記⼊

した公式エントリーフォームをエントリークラークに
申込期限までに提出するかファックスしなくてはなら
ない．オーナーのサイン以外のエントリーフォーム上
に必要なすべての情報は，活字体で記⼊されるかタイ
プされなければならない．電⼦メールでのエントリー
においては電⼦メールアドレスがサインの代わりとし
て受理される．クラブが出陳料を前払いされたエント
リーを受け付ける場合，エントリークラークにおける
受理の指針は，不完全な前払いエントリーより前に⽀
払いが完了した完全なエントリーフォームを受け付け
ることである．前払いのエントリーへの情報提供の前
にショーが満席（エントリーリミットに達した）にな 
った場合には，出陳者に前払いの⼩切⼿や費⽤を返還
しなくてはならない． 

 
6.21  それぞれのエントリー申し込みは規定の出陳料を伴

っていなくてはならない．ファックスや電⼦メールで
のエントリーは主催クラブの判断で受け付けてよい．
もしクラブがファックスや電⼦メールで出陳を受け付
けることを選んだ場合には，出陳者の居住地域にかか
わらずエントリーを受理しなくてはならない．ファッ
クス，電⼦メールのエントリーは出陳料を，申し込み
の10 ⽇以内，あるいはショー開始の10 ⽇前までの
どちらか早いほうまでに⽀払われなくてはならない。
いったん猫がエントリーされたら，エントリーのキャ
ンセル，あるいは⽀払うべきあるいはすでに⽀払われ
た出陳料の返⾦についてどうするかは，スポンサーク
ラブの裁量の範囲である．ショーフライヤーにあるエ
ントリー締切⽇以前にエントリーリミット頭数に達し
た場合で，猫が補⽋のエントリーと交替した場合に
は，出陳料は返⾦される．ただし補⽋のエントリーを
容認するかどうかはクラブの裁量の範囲である。CFA 
キャットクラブ⼝座名の⼩切⼿での⽀払いはできな
い．このような⼩切⼿による⽀払いは拒絶され返却さ

れる．6.28と11.03記載の理由以外では，ベンチング
できないという理由での出陳料の返⾦はできない． 

 
6.22  正しい居住リジョン／エリア（地域）を，エントリ

ーフォームに，1,2,3,4,5,6,7,8,9 あるいはD を⽰
すことによって⽰すことはオーナーの義務である．
（CFA 憲章第８章および第９章，リジョンとディビ
ジョンの境界の特定を参照）１＝ノースアトランティ
ック，２＝ノースウェスト，３＝ガルフショア，４＝
グレートレイク，５＝サウスウェスト，６＝ミッドウ
ェスト，７＝サザン，８＝⽇本，９＝ヨーロッパ，Ａ
Ｓ＝南・中央アメリカ、ＡＷ＝アフリカ＆⻄アジア、
ＣＮ＝中国、ＨＫ＝⾹港、ＩＤ＝インドネシア、ＩＬ
＝イスラエル、ＫＲ＝韓国、ＭＹ＝マレーシア・ベト
ナム・ブルネイ、ＰＨ＝フィリピン、ＳＩ＝シンガポ
ール、ＴＨ＝タイ、ＴＷ＝台湾。（地域の境界仕様に
ついては、CFAの憲章第8条を参照）。 

 
6.23  ショーに到着する前にそのショーに出陳する猫／キ

ツンのエントリーフォームがエントリー締め切りまで
に受領されることは，出陳者の義務である．エントリ
ー情報がショーカタログに印刷されていないがしかし
補遺に追記されている場合の猫／キツンはCFA セン
トラルオフィスによって承認されるまでは受賞による
クレジットを受けることはない（ 7.10および12.06
参照） 

 
6.24  アジリティのエントリー 
 

a. ショーマネージメントによって出陳料が決定され
なくてはならない． 

 
b. 猫はCFAのアジリティ競技フォームを使⽤してエ

ントリー・クラークにより事前登録される。猫が
他のクラスにエントリーしていない場合は、事前
に⼊⼒してベンチングスペースを⽤意しなければ
ならない。 

 
c. 出陳された猫はショーの間にリングに来て，エン

トリーフォームを作成・署名をしエントリーフィ
ーを添えてリングマスターに提出しなければなら
ない。猫の正しいフルネームとレジストレーショ
ンナンバーがエントリーフォームに書かれていな
ければならない。 

 
d. すべてのエントリーはベンチングされなくてはな

らない．アジリティ競技に参加する猫は通常の審
査リングの猫と⼀緒に待機されることからベンチ
ングされたとみなされる． 

 
e. エントリーは⾎統猫，HHP，シェルターで保護

された猫を含んでよい．外⾒上の変形や異常，あ
るいは⽖除去された猫も参加可能である． 

 
f. CFA のいかなる競技においても，野⽣猫を先祖

に持つものは参加資格がない．  
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6.25  ⾝体的ハンディキャップをもった出陳者はエントリ
ークラークに特別の要望を知らせる義務がある．移動
を補助する機器を⽤いる出陳者は，エントリークラー
クに審査中に列の末端（エンドオブロー）のベンチン
グリクエストをすることができる． 

 
6.26  ショー委員会は公⽰したエントリーの締め切り⽇の

指定さた時刻を過ぎたことにより，あるいは公⽰され
たエントリーミット（出陳上限数）に達したために，
エントリー申し込みを拒否することがある． 

 
6.27  ショー会場において⼊場出陳されるすべての猫／キ

ツンは，出陳前に資格のある獣医によって猫汎⽩⾎球
減少症（猫ジステンパーあるいは伝染性腸炎として知
られていた病気），猫⿐気管⽀炎，カリシウィルスお
よび狂⽝病に対する予防接種を受けるよう強く推奨さ
れる．またFeLV についても出陳前に検査されて陰性
であることが推奨される． 

 
6.28  事前にスケジュールされたショーがキャンセルされ

たり、契約したジャッジが任務に就けなくなり、ショ
ーの公式のエントリー受付終了⽇前に変更された場
合、クラブはその変更前に確認されたエントリーのす
べての出陳者に通知しなければならない。それでもシ
ョーが開催される場合は、クラブは変更後の出陳確認
書に変更についての記載をしなければならない．出陳
者はショー最終⽇かそれ以前の消印で送られた書⾯で
の請求に基づいて出陳料の払い戻しを受ける．公式の
ショーエントリー締め切り後にジャッジが変更された
場合，あるいは出陳者が返⾦の要求が締め切り⽇かそ
の前の消印で送付されなかった場合，クラブには出陳
料を返却する責務はない。ショーがキャンセルされた
場合は、参加した出陳者全員に出陳料の返⾦が⽀払わ
れる。 

 
6.29  認められるエントリー数 
 

a. クラブは２⽇間１⼈のジャッジによって審査され
る450 を超えるエントリーを受け付けない．ジ
ャッジが１⽇を超える⽇数にわたるリングやエン
トリーを担当しないショーにおいては，225 を
超えるエントリーをクラブは受け付けてはならな
い．⽋席者（アブセント数）については考慮して
はならない．⽇曜⽇の1day ショーのすべては
200 エントリーがエントリーされた時には，午
前９時に開始しなくてはならない．（ノンチャン
ピオンシップとノンプレミアシップのクラスで開
催される別のショーがもしこのショールールにし
たがって開催されるのであれば，追加の審査リン
グが提供されなければならない） 

 
b. ショーフライヤーが印刷されて配布された後，主

催クラブがキツン，ベテラン，AOV，プロビジ
ョナルブリード，あるいはハウスホールドペット
を審査する１⼈あるいは複数のジャッジの追加を
⾏いたい場合，そのような変更はこれらのルール
に対する違反とはみなされない．もし予告されて
ないジャッジが⽤いられる場合には，キツンは予

告されたジャッジから変更されるさいごのクラス
となるよう⽰唆される．このような⼿続きは推奨
されるものではない．なぜならCFA ボードは，
ジャッジは前もって予告された者が任務につくべ
きであるという考えを持っており，ここに提供さ
れた条件の緩和はこれらのルールが各ジャッジに
より審査されるエントリー数を制限することによ
るからである．いずれの場合においても，契約し
た種々のジャッジの名がショーカタログに記載さ
れなくてはならない。 

 
6.30  エントリークラークは受領したエントリーフォーム

に必要な情報がすべて記載されているか確認する義務
がある．エントリークラークはチャンピオンシップ
（ノービスのエントリーを除く），プレミアシップ
（ノービスのエントリーを除く），プロビジョナル
（キツンまたは⼤⼈）、ミセラニアス（キツンまたは
⼤⼈）とAOVのエントリーについてはキツンも成猫
も，レジストレーションナンバーのないもののエント
リーを受け付けてはならない．⼀時的なレジストレー
ションナンバーを請求している猫の場合には，エント
リークラークはショーカタログに含めるために、セン
トラルオフィスによって提供されたリストから番号を
割り当てる、もし、オーナーによってまだ完了されて
いない場合、ルール6.16が許されるなら申請⽤の⼀
時的なレジストレーションナンバーは⾎統書または両
親のCFAナンバーの書類とともに付与され、関連する
費⽤を⽀払わなければならない。猫の⾎統書（あるい
は6.16 で許されるCFA 登録番号），申請書，料⾦の
⽀払い、猫の正規のレジストレーションナンバーを含
むカタログ訂正フォームは、ショーのショー会場の受
け付け（チェックイン）終了までに提出されなければ
ならない，さもなくば猫はノービスとして出陳される
ことになる。エントリー締め切りとチェックインの間
にエントリークラークが完全に記⼊されたTRN パッ
ケージを受け取った、またはレジストレーションナン
バーのカタログ訂正フォームを受け取った場合，エン
トリークラークはマスタークラークカタログにナンバ
ーを記⼊し，カタログとジャッジブックのノービスか
らトランスファーする．それはジャッジブックで猫を
トランスファーするためにアブセンティ/トランスフ
ァーフォームを使⽤することが可能です。 

 
6.31  エントリークラークはエントリーが⾏われた後，キ

ツンのレジストレーションナンバーを提供してもらえ
るように助⾔しなければならない．ショーに到着する
までにカタログにレジストレーションナンバーが印刷
されていることを確認するのは出陳者の責務であり，
もしレジストレーションナンバーがカタログに印刷さ
れていない場合，カタログ訂正要求フォームを⽤いて
ショーにおいてマスタークラークにレジストレーショ
ンナンバーを提供することも出陳者の責務である． 

 
6.32  a. ショーエントリークラークは受領15 ⽇以内にす

べてのエントリーの受領書を通知しなければならな
い．エントリー確認書にはショーを主催するクラブ名
が必要である． 
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      b. エントリー確認書において，エントリークラーク
はエントリーの少なくともフルネームを書かなくては
ならない．カタログに記載されるエントリーの完全な
リストが確認書に記述されることが望ましい． 

 
      c. ショーエントリーリミット（上限数）に達したと

き，あるいはエントリーの締め切り⽇となった時に，
あるいは他の理由によってエントリーが受け付けられ
ない時には，出陳者にエントリーフォームを返却する
際に説明書きを添えなくてはならない． 

 
      d. エントリークラークは理由なくエントリーを拒否

してはならない．もしエントリーが正当な理由なく拒
否された場合には，エントリークラーク，クラブ，そ
して拒否に関係したショー役員がプロテストの対象と
なる．適切な時期であるにもかかわらず（エントリー
締切前でエントリーリミットに達していない）エント
リー受付を⾏わなかったり拒否した場合のプロテスト
においては，被告は拒否が正当であることを⽴証する
責任がある． 

 
      e. エントリー確認書は，それが電⼦メール，ファッ

クス，通常郵便にかかわらず，ショーフライヤー，あ
るいは電⼦メール確認についてはショーフライヤーを
含むWeb ページへのリンクとショー会場に近い⾼速
道路からの運転道順を添付しなければならない． 

 
6.33  ショーエントリークラークは猫のレジストレーショ

ンナンバーにかかわらず，猫／キツンをエントリーフ
ォームに記載されたブリードとカラークラスにエント
リー記載しなければならない． 

 
6.34  他の出陳者の出陳料を⽀払うことによって⾃分の出

陳猫のショーカウントを露⾻に操作しようとするいか
なる出陳者も，スポーツマンシップらしくない⾏為で
あると考えられ，CFA 憲章15 条で指定されている
倫理違反の対象となる。 

 
6.35 2017年10⽉2⽇以降のすべての中国のショーでは、

CFAが指定するセントラルエントリークラークを使⽤
する。 

 
a. 中国のショーフライヤーは、ショーがライセンス

されているときに、
http://chinese.cfa.org/Schedule.aspx のCFA 
Chinaウェブサイトに掲載される。 セントラル
エントリークラークの連絡先はこれらのフライヤ
ーで締切⽇の情報（以下のcを参照）を提供する
必要がある。 
 

b. エントリーはショーフライヤーがショーから30
⽇以上前にCFAウェブサイトに掲載されるとすぐ
に受付けられる。エントリーはエントリー提出か
ら2⽇以内、または、ショー・フライヤーで指定
された終了⽇のいずれか早い⽅で⽀払われなけれ
ばならない。 
 

c. エントリークラークは、エントリーリミットに届
いたかショー前の⽕曜⽇午後9時（中国時間）の
早いほうで受付を終了する。 
 

d. エントリークラークは、エントリーの進捗状況に
応じてパブリック・ブリード・サマリー・レポー
トを提供する。 
 

e. エントリーは、中国のCFAオンラインエントリー
フォーム（http://chinese-entries.cfa.org）か
ら来ることが望ましい。 
 

f. エントリーがメールで送信される場合、メールご
とに1つのエントリのみが受け⼊れられる。エン
トリーはオーナーまたはエージェントによっての
み送信されなければならない。 
 

g. すべてのエントリーには、オーナーまたはエージ
ェントのメールアドレスが含まれている必要があ
る。 
 

h. エントリークラークは、エントリー、出陳者およ
び費⽤の概要をクラブに定期的に報告を⾏う。 
 

i. ショーが締切られた後、セントラルエントリーク
ラークは、出陳者のレポート、ブリードサマリ
ー、および出展者がクラブに⽀払う料⾦を提供す
る。さらに、セントラルエントリークラークは、
クラブに、ジャッジブックのpdf、マスタークラ
ークカタログ、ショーカタログ⽤出陳者ページ、
および出陳者者のアドレスを送信する。これらの
資料を印刷するのはクラブの責任である。 
 

第７章 

ショー前のドキュメント準備 
 

7.01  ショーマネージャーはすべての出陳者が容易に⼿に⼊
れられる形でそれぞれのリングの審査スケジュールを
提供しなければならない．スケジュールは各チャンピ
オンシップのブリード，ディビジョンを審査が⾏われ
る順にリストしなくてはならず，11.05 項の例外を
除いてスケジュールから逸脱してはならない。 

 ショーが別途、ブリード・サミットワークショップ・
タイプの活動を含む場合、そのブリード・サミットワ
ークショップは、そのジャッジが完了する前にショー
で競技クラスを審査する権限を与えられたジャッジに
よって⾏われてはならない。ブリード・サミットワー
クショップを実施する予定の個⼈が通常のクラスの1
つを審査していない場合、サミットワークショップは
ショーの間いつでも実施することができる。 

 
7.02  ショーエントリークラークあるいは指名された代理

⼈は、ジャッジブックを準備する責務がある。それは
ベストオブベストの競技のためのものも含んでおり、
ベストオブベストジャッジブックは数字で記述されな
ければならないが、カタログの順番である必要はな
い。カラークラスの間は少なくとも２⾏空けなくては
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ならない。それぞれのエントリーについて、カラーク
ラス番号、年齢（年＋⽉齢）および競技クラスがジャ
ッジブックに記載されなくてはならない。それぞれの
競技クラス（チャンピオン、グランドチャンピオン）
の間はトランスファーのために２⾏空けること。オー
プンとブロンズ、シルバー、ゴールドレベルのチャン
ピオンとプレミアはジャッジブック上ではチャンピオ
ンあるいはプレミアとしてリストされるべきである。
チャンピオン（ブロンズ、シルバー、ゴールドチャン
ピオン）として競技するチャンピオンとオープンは，
それぞれのカラークラスにおいて年齢順に若いほうか
らの順にリストされなければならない。プレミアブロ
ンズ、シルバー、ゴールドプレミア）として競技する
プレミアとオープンは、それぞれのカラークラスにお
いて年齢順に若いほうからの順にリストされなければ
ならない。カラークラスが２種以上ののカラー／タビ
ーパターンを含むときは、スフィンクス以外の猫種に
おいては、エントリーフォームに書かれた正確なカラ
ー／タビーパターンがジャッジブックに記載されなけ
ればならない。スフィンクスはカラー／タビーパター
ンいずれもジャッジブックには記載されない。各ブリ
ードの最後に、エントリー・クラークは次の賞のフォ
ームを記載すること︓キツンではブリード／ディビジ
ョンのベスト、ブリード／ディビジョンのセカンドベ
スト、チャンピオンシップとプレミアシップでは、ブ
リード／ディビジョンのベストチャンピオンあるいは
ベストプレミア。 

 

      ベテランクラスのおわりには、ショーエントリークラ
ークはベストから5th ベスト（必要なら6th 〜 
10th ベスト）のフォームを記載すること。 

 
7.03  ショーエントリークラークあるいは指名された代理

⼈は，セントラルオフィスが指定するフォーマットの
コンピューターファイルを作成する責務がある，その
ファイルはショーに出陳されるすべての猫／⼦猫に関
するエントリーフォームに記載された必要な完全な情
報を含むものである（本冊⼦冒頭のデータファイル情
報参照のこと）．ショーのスコアリングに使われるシ
ョー記録とともに正しく作成されたディスケットある
いは承認されら形式の電⼦ファイルがセントラルオフ
ィスに提供されない場合には，CFA の現在の料⾦表
記載の処理費⽤が課⾦される． 

 
7.04  いかなるエントリークラークソフトウェアーの能⼒

いかんにかかわらず，ルール2.07b, c, 7.03 にした
がった正しい順序とクラスですべてカタログとジャッ
ジブックにエントリーがリストされることは，エント
リークラークの責務である． 

 
7.05  ショーカタログは5 1/2 x 8 1/2 インチ以下であっ

てはならない． 
 
7.06  CFA のロゴか，このショーがCFA によりライセン

スされたショーである記述が，CFA によってライセ
ンスされたすべてのショーカタログの表紙になくては
ならない． 

 

7.07  公式のCFA チャンピオンシップ確認申請フォームと
ハウスホールドのレコーディングナンバーを取得する
ための申請書，あるいはその写しがショーカタログに
印刷されるか，はさんでおかれなければならない． 

 
7.08  ページナンバリング︓ ショーに出陳される猫／キツ

ン記載カタログページは必ずページ番号をつけなくて
はならない． 

 
7.09  導⼊部分のページは以下の情報を含んでいなくては

ならない． 
 

a. ショーのスポンサーの単⼀のクラブ名，あるいは
複数のクラブ名（すべての専⾨クラブを含む）． 
 

b. すべての審査を⾏うジャッジの名前． 
 

c. ショー委員会の名前とそのショー役員としての役
割． 
 

d. チャンピオンシップとプレミアシップのエントリ
ーおよび登録されたキツン（レジストレーション
ナンバーがカタログにインクで印刷されているこ
と）はCFA ナショナルアワード，リジョナルア
ワードにスコアされること，および， 
 

e. 緊急電話番号（救急，警察，消防）． 
 
7.10  すべてのエントリーは印刷されたカタログに番号順

に記載されなくてはならない（ただし連続している必
要はない）。それはこれらのルールの下で⾏われるシ
ョーに必要である。12.06 のパラグラフによる例外
以外のカタログの追加部分は認められない。 

 
      カタログはエントリーの正しいブリード、カラー、パ

ターン（スフィンクスを除く、この種においてはカラ
ーやパターンの記述は記載されない）と競技カテゴリ
ーをリストしなければならない。エントリーの間違い
やステータスのエントリー後の変更による特別なトラ
ンスファーは認められるが、ショールールの著しい無
視は懲罰処分の対象となる。オープンからチャンピオ
ンあるいはプレミア、さらにチャンピオンあるいはプ
レミアからのグランドチャンピオンあるいはグランド
プレミアへの競技ステイタスのトランスファーはショ
ールール27.05 および28.06 に記録され，有効なカ
タログの変更とされる。チャンピオンまたはプレミア
タイトル（ブロンズからシルバーなど）内でのトラン
スファーには、カタログの訂正は必要ない。 

 
7.11  正確なエントリーの登録名︔ CFA レジレジストレ

ーションナンバー（⼀時的なものであっても恒久的な
ものでもいずれも），誕⽣⽇，⽗猫と⺟猫名（タイト
ルを含む），ブリーダー名（可能なら）そしてオーナ
ー名と居住リジョン，すべてはカタログに印刷されな
くてはならない．レジストレーションナンバーの要求
の唯⼀の例外は1)ノービスクラスの猫と，2)キツン
クラスで競技されるキツンであり、３）エキジビショ
ンのみとして登録されている。それらのレジストレー
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ションナンバーはカタログに印刷されるか，⼿書きさ
れるか，あるいはショーの時点でナンバーが存在しな
いものである．エントリーそれぞれには名前がなくて
はならない． 

 
7.12  出陳者名と住所，エントリーナンバーのリストがカ

タログに掲載される．これができない場合には，別に
出陳者，住所，エントリーナンバーの完全なリストを
セントラルオフィスに送らなければならない．このル
ールはベテランクラスとハウスホールドペット出陳者
には適⽤されない（13.09 d 参照）． 

 

7.13  CFA タイトルはカタログのエントリーの名前の部分
に記載されてはならない． 

 
7.14  もし何らかのブリードのショースタンダードがカタ

ログに印刷されるなら，それは完全なそのブリードの
CFA スタンダードでなくてはならない． 

 
7.15  たくさんのリングが平⾏して⾏われるなら，カタロ

グは以下のように印刷されなくてはならない． 
 
      a. それぞれのリングの賞を記録するカラム（列）が

あって，それらはジャッジの名前あるいはイニシャル
の⾒出しが必要である．すべての受賞のカラムはエン
トリー名の右側に作るべきである． 

 
      b. 特定のリングで猫／キツンがエントリー資格がな

い場合には，そのリングのカラムにはXXX を印刷す
る（6.09 参照）． 

 
      c. エントリーのカタログ番号，名前（タイトルなし

で⼤⽂字），そして受賞記⼊のスペースが同⼀ライン
上にあること． 

 
      d. すべての⾒出し（ブリード名，カラークラスナン

バーとカラークラス名）はページにセンタリングする
か，左寄せすること． 

 
      e. 競技クラスは⾒出しによる記⼊をしないが、以下

の例のようにそれぞれのカタログエントリーナンバー
の下に記⼊する。以下の略記を⽤いる．MISC その
他︓PROVプロビジョナル︓AOV 他のバラエティ
ー︓KIT キツン︓NOV ノービス︓OPN オープン︓
CH チャンピオン（ブロンズ、シルバー、コールドを
含む全てのチャンピオン）︓GRCグランドチャンピオ
ン︓PR プレミア（ブロンズ、シルバー、コールドを
含む全てのプレミア）︓GRP グランドプレミア︓HHP 
ハウスホールドペット︓VET ベテラン︓EXH 展⽰の
み。以下に例を⽰す。 

 

SIAMESE 

Class 270 – Chocolate Point Male 

                                      AA  BB  CC  DD 

JAY’S JOHN BOY 0270-1698       178. ___ ___ ___ ___ 

3/4/77. Jay’s Johnson X         CH 

        Jay’s Chocolate Lass. 

Br/Ow: Maggie Jones (6) 

 

7.16  もしエントリーがエントリーフォームによりフォーセ
ール（販売）としてリストされた時，この情報はオー
ナー名の後にカタログに記載されなくてはならない． 

 
7.17  カタログの中のエントリーは以下の順で記載する． 
 
      ジュニアショーマンシップ 
 
      ノンチャンピオンシップ︔ キツン，そのブリードの

エントリーに続いてのAOV キツン，プロビジョナル
ブリードはブリードごとでキツン，成猫，去勢不妊化
猫ごとに，その他のブリード（⾮競技）はブリードご
とに． 

 
      チャンピオンシップ︔ ロングヘアーとショートヘア

ー，AOV エントリーはそのブリードのチャンピオン
シップエントリーの最後に記⼊する． 

 
      プレミアシップ︔ ロングヘアーとショートヘアー，

AOV エントリーはそのブリードのプレミアシップエ
ントリーの最後に記⼊する． 

 
      ノンチャンピオンシップ︔ ハウスホールドペット 
 
      ノンチャンピオンシップ︓ベテラン 
 
      展⽰のみ（展⽰のみの猫／キツンもカタログに番号を

つけること）． 
 
7.18  キツン、チャンピオンシップ、プレミアシップとハ

ウスホールドペット（エントリーされていた場合）の
ファイナルを記⼊するページがカタログに印刷されて
いなくてはならない．チャンピオンシップとプレミア
シップのブリード／ディビジョンの賞記⼊書式はカタ
ログに印刷されるか，マスタークラークテーブルで提
供されなくてはならない．それらすべてはCFA が認
めたフォーマットに沿ったものでなくてはならない． 

 
7.19  カタログが出陳料⾦に含まれていないで別売される

場合，審査スケジュールについては，無料で出陳者に
配布されなければならない． 

 
7.20  キツンクラスにおいては，正しいブリードあるいは

カラークラスのあとにK の⽂字をつける． 
 
      プレミアシップクラスには正しいブリードあるいはカ

ラークラス番号のあとにP をつける． 
 
      ベテランクラスにおいては，V の⽂字を正しいブリ

ードあるいはカラークラス番号の後につける． 
 
7.21  要約されたショー・カタログ（2.10 参照）は、公

式ショー・カタログとしてマスタークラーク使⽤のた
めに作成してもよい。 

 

第８章 

賞品、リボンとトロフィー 
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8.01  ロゼット／賞（賞品）にはリングを提供したクラブ、
CFA の記章、および賞名を⼊れなくてはならない。
ただし、11位から15位のアワードが与えられた場
合、リングをスポンサーするクラブの名前は省略して
もよい。 

 
8.02  各種のクラスにおいて与えられる賞を表すリボン，

ロゼットは以下の⽂⾔が必要である．First（１席），
Second（２席），Third（３席）あるいはWinners
（ウィナース，ノービスクラスのみ）とCFAの記章．
標準的なハウスホールドペットショーでは，
Household Pet Merit Award（ ハウスホールドペッ
トメリットアワード）とCFA 記章がなくてはならな
い．ショーにおけるベテラン競技においては，
Veterans Merit Award（ベテランズメリットアワー
ド）とCFA 記章がなくてはならない． 

 
8.03  ⾊の規定のあるパーマネントリボン，リボン，ロゼ

ットは以下の通り与えられなくてはならない．リスト
に複数種が書かれている場合には，いずれか⼀種の選
択されたものが与えられる． 

 
First Place                  Perm/ribbon/rosette   Dark Blue 

Second Place                 Perm/ribbon/rosette         Red 

Third Place                  Perm/ribbon/rosette      Yellow 

Best of Color Class          Perm/ribbon/rosette       Black 

2nd Best of Color Class      Perm/ribbon/rosette       White 

Best of Breed/Division       Perm/ribbon/rosette       Brown 

2nd Best of Breed/Division   Perm/ribbon/rosette      Orange 

Best Champ/Prem of Breed/Div Perm/ribbon/rosette      Purple 

Household Pet Merit Award  Ribbon/rosette Red&White or Green 

Veteran Merit Award          Ribbon/rosette   Silver or Gray 

Best, 2nd, 3rd AB Champ     Ribbon/rosette/award   Any Color 

Best, 2nd, 3rd LH Champ     Ribbon/rosette/award   Any Color 

Best, 2nd, 3rd SH Champ     Ribbon/rosette/award   Any Color 

Best & 2nd AB Premier       Ribbon/rosette/award   Any Color 

Best & 2nd LH Premier       Ribbon/rosette/award   Any Color 

Best & 2nd SH Premi         Ribbon/rosette/award   Any Color 

Best-10th Best Cat                 Rosette/award   Any Color 

11th-15th Best Cat (if appl)       Rosette/award   Any Color 

Best-10th Best Kitten              Rosette/award   Any Color 

11th-15th Best Kitten (if appl)    Rosette/award   Any Color 

Best-10th Best Premiership         Rosette/award   Any Color 

11th-15th Best Premiership         Rosette/award   Any Color 

Best-10th Best HHP                 Rosette/award   Any Color 

11th-15th Best HHP (if appl)       Rosette/award   Any Color 

Best-5th Best Veteran              Rosette/award   Any Color 

6th-10th Best Veterans (if appl)   Rosette/award   Any Color 

Best-5th Best Agility (if appl)     Rosette/award   Any Color 

                                                      

Perm : 常設 

If appl : もしある場合 

Any Color : 任意のカラー 

 

8.04 クラブの裁量でBest of Breed, 2nd Best of Breed, 
3rd Best of Breedをミセラニアス、プロビジョナ
ル・クラスに各リングでそれぞれにカテゴリー（キツ
ン、全体、避妊去勢）において与えられる。このよう
な賞が与えられる場合、各リングで審査されたミセラ
ニアス、プロビジョナルの猫に与えられる。 

 
8.05  リボンまたはロゼット／アワードは、CFAクラブお

よび⾮関連クラブ、外国の猫協会および企業／会社、
および特定の状況下の個⼈によって提供されても良

い。具体的には、個⼈のスポンサーシップが得られた
場合、そのショーで審査するジャッジや、リングスポ
ンサーした個⼈の名前またはキャッテリーまたは特定
の飼い猫の名前を⽰すロゼットの⽂⾔を⽰すことはで
きない。ただし、スポンサー名／キャッテリー名はカ
タログには記載しても良い。クラブ／外国の協会、ま
たは企業／会社の看板は、リングとロゼットで許可さ
れている。スポンサーになっている個⼈がそのショー
で猫を出陳していない場合、個⼈の看板の要件は適⽤
されない。 

 
8.06  CFA がライセンスしたショーで与えられる賞は、

CFA、CFA リジョン、あるいはCFA メンバークラブ
によって与えられるものの他のものを与えてはならな
い。しかしこの規定はショーを提供するクラブへの
CFA メンバークラブ、⾮参加クラブ、海外の猫団
体、あるいは他のスポンサーからのトロフィーやロゼ
ットの寄付を妨げるものではない。同様に、個⼈はシ
ョーでアワードをスポンサーし、カタログで⾃分の名
前を認識させることができるが、そのショーで審査す
るジャッジやロゼットにそのリングでアワードをスポ
ンサーする個⼈／キャッテリーの名前を⽰す⽂⾔を⼊
れることはできない。この制限は、そのショーで個⼈
／キャッテリーが猫を出陳していない場合は適⽤され
ない。 

 
8.07  パーマネントリボンは以下の条件を備えなくてはな

らない。 
 
      a. 2 インチx 6 インチx 1/16 インチのタグ（つり

下げ札）でつり下げ⽤の⼩さなフックのついたもの、
前後両⾯に⾊があるもので標準的な３層フェノリック
製版板、CFA 記章は刻印するか⿊とゴールドフォイ
ル付着シールで付けなくてはならない。各賞の名前
（8.03にあるもの）も刻印する。⾊はショールール
8.03 に記載されている。 

 
      b. 2 インチx 8 インチx 1/16 インチのタグで，上

端から２インチのところで加熱成形によって折り曲げ
られたもので2 x 6 インチになったもの．全⾯に⾊の
ある標準的な２層フェノリック製版板．CFA 記章が
刻印されるか⿊とゴールドフォイル付着シールで表
⽰．各賞（8.03 記載）を刻印し，⾊はショールール
8.03 による． 

 
      c. 今⽇使⽤されているような布製のフラットリボン

を厚い(10 ミル＝ 0.01 インチ）透明のプラスチッ
クにラミネートし，つり下げ⽤にフックをつけたも
の．賞の名前が8.03 にしたがって刻印されていなけ
ればならない．⾊はショールール8.03 による． 

 
      パーマネントリボンを使⽤することは、またそれは受

賞してそのリボンが欲しい出陳者に与えられる従来の
布製フラットリボンの供給を各々の審査リングで提供
するクラブの責任を排除するものではない． 

 
8.08  すべての猫の福祉のためになるために、他の賞また

はトロフィーの代わりにショーでウィンファウンデー
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ションまたは他の研究への貢献、または⼈道的な組織
を代表している賞証明書を与える可能性を考慮するの
を、CFAクラブは奨励されます。 

 

第９章 

ベンチング／ 

チェックイン前の手続き 

 

9.01  ハンディキャップのある出陳者へのベンチングリクエ
ストは可能であれば出陳者への追加料⾦なしに配慮さ
れなくてはならない。 

 
9.02  ショーエントリークラークはハンディキャップのあ

る出陳者によって出された合理的な配置に対するベン
チングリクエストに関して、受け取ったすべての情報
をショーマネージャーに渡さなくてはならない。ベン
チングエリアに加えて、運動（歩⾏）補助器具を⽤い
る出陳者は審査リングに対して、エンドオブローのリ
クエストができる。 

 
9.03  ショーマネージメントはすべてのエントリーについ

て、ベンチングケージを指定しなければならない。同
⼀の出陳者のすべての猫、その出陳者が指定されたエ
ージェントであるエントリーは同⼀の場所にベンチン
グされなければならない。ショーを通じて出陳される
すべての猫について、⼀⼈より多い⼈数のエージェン
トを指名してはならない。ショーマネージャーの許可
なくベンチングの場所を変更してはならない。１⽇が
ロングで他の⽇がショートのショーにおいて、ベスト
オブベストに出陳資格のある猫／キツンに対しては、
ベンチングが提供されなければならない。猫はショー
ケージまたはシェルターで適切にベンチに設置する必
要がる（ベンチテーブルの上または下のキャリアを使
⽤することは出来ない）。個々の状況（1⽇の終わり
に荷造りする、猫が運送業者を必要とする⼀時的な問
題があるなど）を除きく。 

 
9.04  ショーマネージメントは本ルールで必要とされる数

の審査リングと審査ケージを提供しなければならな
い．ハウスホールドペットやベテランが別々のジャッ
ジによって審査される場合には、リングが彼の使⽤の
ために提供されなければならない、通常のオールブリ
ードのジャッジはいずれも、ハウスホールドペットや
ベテランのジャッジの使⽤のためにリングを放棄する
必要はない。ひとつのスペシャリティ（LHまたは
SH）を審査するジャッジは、ベテラン、ハウスホー
ルドペットを含みエントリーが150匹以下だった場合
リングを共有する事が出来る。 

 
9.05  ショーマネージャーは獣医，ジャッジ，スチュワー

トがケージや審査台を清掃し，殺菌するための適当な
⽤具と殺菌剤を提供しなければならない． 

 
9.06  ショーマネージャーはファーストエイドキット（救

急箱）を⽤意し，その中には，ラテックス／ビニール
⼿袋が⼀箱含まれてなくてはならない．ショーマネー
ジャーは適切な⼯業的なタイプのファーストエイドキ

ットをアナウンサー席に提供するように努めなくては
ならない．中央アナウンサー席が設置されていない場
合には，マスタークラーク席にファーストエイドキッ
トを⽤意すること．緊急連絡先（救急⾞，警察，⽕
災）はファーストエイドキットの上部に記⼊しておく
こと． 

 
9.07  ショーマネージャーはエントリーに応じた猫トイレ

を⽤意しなくてはならない． 
 
9.08  ショーマネージャーはショーリングのすべての事項

に責任を持つ． 
 
      a. ショーマネージャーは昼間の光線に近い照明を提

供しなくてはならない（全波⻑ライトで⾊温度5000-
K）．それぞれのエントリーの綿密な審査ができるの
に⼗分な審査リングを可能にする照明である． 

 
      b. ショーリングの審査ケージは直線の並びに配置す

るか，Ｕ型かＬ型に配置する． 
 
      c. すべてのコーナーは少なくとも90 度の⾓度がな

くてはならない． 
 
      d. Ｕ型のリングにおいてはコーナーの間には少なく

とも６個のケージがなくてはならない． 
 
      e. １⽇あたり150 頭未満の猫を審査予定のいかなる

リングにおいても少なくとも12 個の審査ケージが必
要であり，また１⽇あたり150 頭以上の審査予定の
リングにおいは少なくとも16 個の審査ケージが必要
である． 

 
      f. Ｕ型をしたリングにおいては，コーナーのケージ

は少なくともコーナーから12 インチの距離をとって
置かなくてはならない． 

 
      g. ひとつめのリングの猫がケージの後ろから，後⽅

のリングの他のケージの中が⾒えるような配置をして
はならない． 

 
      h. 審査ケージと観客のための通路の間には緩衝地帯

が設けられなければならない． 
 
      i. 審査ケージは各々が丈夫な空隙のない洗浄可能な

底⾯と，ケージ間の空隙のない洗浄可能な仕切とを備
えなくてはならない．上部と中央の仕切を⽤いる場合
には，他の側に猫が⼊るのを防ぐようにしなければな
らない．このためには，仕切を前部の⾦網に縛り付け
て固定することが必要である．プラスチック結束バン
ドや，類似の⽤具が推奨される．⼤きさや強度，いく
つ使うかにかかわらず，バインダークリップは使⽤し
てはならない．仕切は上部と下部をしっかり固定しな
ければならない．上部はすべての⽅向にしっかり固定
する．審査リングにおけるすべての審査ケージ底⾯に
ついて，シールされた洗浄できる清潔な底⾯が提供さ
れなければならない．審査リングのケージはテーブル
の上か他のしっかりした⽀持台の上に置かれなくては
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ならない．それらのテーブルや⽀持台は少なくともケ
ージ底⾯の奥⾏きと幅がなくてはならない．折りたた
み架台を⽤いてはならない． 

 
      j. 審査ケージは，最⼩で，幅が22インチ(56cm)，

奥⾏きが20インチ(51cm)，⾼さ21インチ(53cm)な
ければならない。そのドアは，少なくとも，⾼さ14
インチ(36cm)かつ幅12インチ(30cm)でなければな
らず、上下にスライドするドアではなく，⽔平に開閉
するドアの審査ケージが提供されなくてはならない． 

 

      k. ショーマネージャーは猫が猫⾃⾝を傷つけるのを
防ぐように、審査ケージを管理するすべてのことがら
について責任を持つ。このことはケージドア正⾯上
部、上⾯、ケージ内部のワイヤの構成、ケージ底につ
き出たトゲ、そしてケージサイドの⾦属の荒い⾓を含
むが、責任はこれらのみに限定されるものではない。 

 
      l. ベンチングスペースの下に⽤いるテーブルあるい

はケージ底⾯あるいはその両⽅は、紙かプラスチック
でカバーされなければならない。 

 
      m. ベンチングエリアあるいは審査リングでケージを

積み重ねることは許されない。 
 
      n. それぞれの任務についたジャッジについて、独⽴

したリングが与えられなくてはならない。しかし、ノ
ンチャンピオンシップのみに⽤いられるリングは例外
である。またはスペシャリティジャッジのためにのみ
使⽤されるリングは、全エントリが150頭以下の場
合。後者のケースでは、⼆つのスペシャリティジャッ
ジ（LH及びSH）は、同じリングを共有してもよい。 

 
      o. 審査リングで販売をしてはならない。 
 
      p. 彫刻機、ドリル、ノコのような電動器具を使⽤す

るブースの配置は、ベンチングエリアにも審査エリア
にも禁⽌である。 

 
9.09  a. 少なくとも各審査リングにつき１名のスチュワー

ドが契約されなくてはならない． 
 
      b. クラークは各審査リングに対して契約されなくて

はならず，マスタークラークはショーのすべての審査
記録を統合し，チェックするために契約されなければ
ならない。ジャッジがゲストジャッジまたはアプレン
ティス・ジャッジである場合、クラブはそのリングの
ためにサーティファイド・ライセンスを持ったクラー
クをそのリングで使⽤するあらゆる努⼒をするべきで
ある。 

 
      c. ⽶国本⼟，カナダ，リジョン９，⽇本において，

マスタークラークは現在ライセンスのあるクラーク，
マスタークラーク，マスタークラークインストラクタ
ーをあてなくてはならない．ハワイとインターナショ
ナルディビジョンのショーマネージメントは，マスタ
ークラークの役割に可能な限り経験のあるクラークを

あてる．ジャッジがマスタークラークとして任務につ
いてもよい（21.08 参照）． 

 
      d. 外国でのショーにおいて通訳が提供される場合，

リングクラーク，マスタークラーク，あるいは他のシ
ョー役員が⾏って良い．これらの通訳は，任務につい
ているジャッジおよびショーコミッティーが任務を果
たすのに必要な通訳のみを⾏う．通訳の効率を⾼める
場合を除いて，通訳の個⼈的なコメントをしてはなら
ない．また，通訳をする以外に審査や出陳にコメント
してはならない． 

 
9.10  ショーマネージャーはそれぞれのリングクラークに

そのリングで出陳される猫に対する番号カードを提供
しなくてはならない． 

 
9.11  ショーセクレタリーはそのリングのジャッジのため

に記録されるべきショーカタログを１冊，そのリング
のクラークに提供しなくてはならない．加えて，リン
グクラークやトレイニークラークが２冊⽬の，⾃分⾃
⾝がリングの全結果を記録するためのカタログを希望
することができる．ショーセクレタリーは要求があれ
ば２冊⽬のカタログを提供すること． 

 
9.12  アジリティにあたっての囲いのセットアップ． 
 
      a. エンクロージャーの⼤きさは20x20 フィート以

上，32x32 フィート未満でなくてはならない．これ
らの範囲で400 から1024 スクエアーフィートの広
さであればよい． 

 
      b. エンクロージャーはシースルーのパネル壁または

ネットでできており，少なくとも６フィートの⾼さが
必要であり，うちに曲がった傾斜した先端を持ってい
るか，上部が覆われていなくてはならない．メッシュ
は猫を内部に保持できる（訳者注︓逃げ出さない）強
度がなくてはならず，また内部を容易に⾒渡せなくて
はならない． 

 
      c. 実際の床⾯が何であるかにかかわらず，すべらな

いポータブルフローリングが⽤いられなくてはならな
い． 

 
      d. ドアはフェンスのパネルのひとつに設置されてお

り，リングに⼊れるもっとも都合のよい場所に設置さ
れなくてはならない．ドアラッチ（鍵）はエンクロー
ジャーの内からも外からも開閉できなくてはならな
い． 

 
9.13  アジリティ実施時の障害物のセットアップ 
 
      a. スタンダードコース以下の10 の障害物からなる 
 

1. 階段，すべらない上り３段，下り３段のもの
で，⾼さが少なくとも24 インチあるもの 

2. トンネル，4-8 フィートのふたつのトンネル
で直径が少なくとも12 インチあるもの 
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3. ハードル，４台．最初のバーは４インチ，２
番⽬は８インチ，３番⽬は10 インチ，４番
⽬は12 インチで，バーの⾼さは床からバー
の上部までの⾼さである． 

4. ウェーブポール，３本あるいは４本で18 イ
ンチの距離のもの 

5. フープ（跳び輪），フロアからフープの底ま
で12インチの⾼さのふたつのフープで直径
18 インチ程度のもの 

 
      b. 初⼼者コース．ハードルを除いた以外はスタンダ

ードコースと同じ 
 

9.14 すべてのベンチングとジャッジエリアは、猫が外に
出るのを防ぐために閉じることができるドアを備え
た建物または安全な建造物の内側に配置するものと
する。屋外駐⾞場や駐⾞場、中庭、屋根付きの通
路、建設現場、解体現場など、⾃動⾞や重機が動く
場所にすぐにアクセスできる場所では、ショーを開
催することはできない。 

 

第１０章 

ベンチング／チェックイン 

 

10.01  獣医検診のあるショーの⼿順 
 
       a. ショールール第５章の写しをエントリーの診察

の前に獣医に渡し，獣医の理解に供すること． 
 
       b. ショー委員会はこれらのルールに関する獣医の

質問に答える義務がある． 
 
       c. クラブの判断で獣医検診はハウスホールドペッ

トにのみ課すことができる． 
 
       d. 獣医が任務につけない場合，あるいはベンチン

グ検診の時間に現れなく，代理の獣医が検診を⾏う
ことができない場合には，ショーは獣医検診のない
ショーとして申告されなければならない．検診の要
望のあった出陳者については，エントリー代⾦を賠
償し，エントリーはアブセントとマークされる． 

 
       e. 良好な健康状態であると獣医に認められたそれ

ぞれの猫／キツンのオーナー，エージェントはその
旨のカードが発⾏され，ベンチングすることができ
る． 

 
10.02  獣医による失格において，同じ家，キャッテリー

の他の全てのエントリーおよびその出陳者が代理で
出陳するすべての猫／キツンは⾃動的に失格とな
り，ショー会場から直ちに退場させられなければな
らない．しかし，すでに受賞しているものについて
はそのまま保持される．代理出陳している猫／キツ
ンが失格となった場合，エージェントの所有の猫／
キツンも失格となる． 

 

10.03  これらの規定の下で獣医の判断によるいかなる決
定についても異議申し⽴てはできない． 

 
10.04  獣医検診のないショーでの⼿順 
 
       a. ベンチング前の獣医検診のないショーを開催す

る権限をショーマネージメントは持つ． 
 
       b. ショーエントリークラークあるいは任命された

代表者は，アブセント，あるいは他の競技カテゴリ
ー，クラス，あるいはカラークラスにトランスファ
ーが必要なすべてのエントリーをマークしなければ
ならない． 

 
10.05  展⽰，競技，販売のための待機であっても、１つ

のシングルスペースに２頭を超えるキツン、１頭を
超える成猫を⼊れてはならない。 

 
10.06  すべての⽖はベンチングの前に切っておかれなく

てはならない．⽖を切っていないエントリーは失格
になる場合がある． 

 
10.07  ショーエントリークラークあるいは指名された代

表者によるチェックを受けるまではベンチング（出
陳のための会場内での待機）することはできない．
また，獣医検診のあるショーでは検診前にはベンチ
ングできない． 

 
10.08  出陳者は猫をショー会場へ持ち込み、持ち出す際

に、密閉できる安全な保安確保されたキャリーを⽤
いなければならない。猫はベンチエリアの床やジャ
ッジリングにはいてはならない。 

 
10.09  オーナーが猫／キツンと同⾏できない時は，指定

されたエージェント（代理⼈）が世話をしなければ
ならない． 

 
10.10  イエネコ以外の動物はショー会場に⼊ることを許

されない．例外はショーマネージメントの判断で認
められた介護⽤の動物である。連動して、例えば他
の猫登録団体からのショーと⼀緒に開催された番組
では、たとえそれがＣＦＡに登録できないとして
も、他の団体に登録可能な任意の猫がショー会場に
存在し得る。ショー会場とは，イエネコが通⾏し，
ベンチングされ，審査されるいかなる区域も含む．
もし可能なら，他のいかなる動物もショー会場から
分離された部屋に置かれ，ショーで競技するために
出陳される猫が⾒たり，においをかいだりすること
のないようにするべきである． 

 
10.11  猫がベンチングされ，審査が⾏われる区域は，禁

煙である． 
 
10.12  ４ヶ⽉齢未満のキツンはショーホールに⼊ること

は出来ない．ただしこの制限は愛護団体から⾥親探
しをされている動物には適応されない．年齢を証明
するものをショーマネージャー（10.28参照）の要
求に応じて⽰さなければならない． 
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10.13  健康な猫／キツン，ノミ，⽿ダニ，伝染性疾患の

疑いのない猫のみがショー会場に⼊場することがで
きる．不健康な猫／キツンをショー会場に持ち込ま
ないことは出陳者の責務である．本ルールを破るこ
とは，懲罰処分の理由となりうる。 

 
10.14  販売あるいは貸し出しの猫／キツンはベンチング

区域にベンチングされなければならない．（いくつ
かのクラブは猫／キツンの⾥親探しを含む動物愛護
の展⽰をベンチングエリア外に設置したい場合があ
る．このような場合，このルールにおける猫／キツ
ンが動物愛護のための猫／キツンを含むと誤って解
釈されてはならない．） 

 
10.15  猫／キツンの販売をする者は，販売された猫を運

ぶための密閉できる安全なキャリーを確保しなけれ
ばなない． 

 
10.16  ベンチング区域において，ケージを取り除いた

り，セールスブースを設置するためにその場所を使
⽤することは許されない．物品販売はショーマネー
ジメントの許可を得なければならない． 

 
10.17  出陳者は展⽰ケージ表⾯あるいは内部に限ってCFA

リボン，ロゼット，海外のリボン，ロゼット，⾮承
認のブリードクラブのリボン，ロゼットを飾ること
ができる．当該ショーで得たわけではないこれらの
リボンやロゼットにあっては，CFA のナショナ
ル，リジョナルアワードのロゼットを除いては，ケ
ージの内部にのみ飾ることが認められる．
12.07.a.3 あるいは他の類似した同⼀の週末にお
ける同⼀の会場で⾏われたショーのいずれの⽇かに
おける賞については，同じ会場ひきつづき⾏われる
ショーにおいてケージの外側に飾って良い 

 
10.18  どのような状況においても妊娠した猫にショー会

場で出産させてはならない． 
 
10.19  ショーマネージメントによって許可されたものを

除き，ケージの上部から12 インチを超える物体を
ケージの上に置いてはならない． 

 
10.20  遅刻︓エントリーが規定の時間を過ぎてショー会

場に到着した場合，ショーマネージャーの判断で可
能であれば出陳者の負担による獣医検診後にベンチ
ングできる．ベンチング前に終了したいかなるリン
グの審査クラスにおいてもアブセントとされ，改め
て審査されることはない。ベイチェックインの対象
となる場合、猫/⼦猫はショーの期間中アブセント
とみなされるが、2⽇間のショーの2⽇⽬を含め、
ショーホール内の他の出陳者と⼀緒に座っていても
よい。 

 
10.21  遅刻したオーナー，エージェントはベンチングし

たら直ちにショーセクレタリに通知するとともに，
すべてのリングクラークにも通知しなくてはならな
い。しかし、ベイチェックインの対象となった遅刻

の猫/⼦猫は、2⽇間のショーの2⽇⽬に開催された
ものを含め、ショーのすべてのリングにはアブセン
トとしてみなされる。 

 
10.22  アブセントとトランスファー 
 

a. 審査が始まる前，出陳者はショーエントリークラー
クあるいは指名された代理⼈に猫／キツンがアブセ
ントであること，あるいは他の競技カテゴリーもし
くはカラーあるいはカラーとパターンのクラス（異
なるブリードへの変更を含む）へトランスファーす
ることを報告しなければならない． 
 

b. 受付けを締切り審査開始前の時間にベイチェックイ
ンの対象となる各カラークラスの全ての猫が第１リ
ングから最終リングまでの審査リングに同時に⼊り
⾃分⾃⾝を⽰す必要がある（キツンの⼀番若い番号
から終わりの番号、チャンピオンシップの⼀番若い
番号から終わりの番号、プレミアシップの⼀番若い
番号から終わりの番号）。中国のインターナショナ
ルディビジョンチェアーマンがエントリークラーク
からそのショーがベイチェックインを⾏うのに⼗分
な頭数のカラークラスを持っていると知らされた場
合、チェアーマンは契約されたジャッジから１⼈を
選出し、そのジャッジはナンバー付き審査ケージに
⼊っていない猫／⼦猫についてはアブセント／トラ
ンスファーリストにMAb(強制的アブセント)とマー
クし、その猫は全てのリングでアブセントとみなさ
れ、どのカテゴリーで審査されるのか関係なくその
ショーではアブセントとされる。複数のカラークラ
スがベイチェックインの要件を満たしている場合
は、カタログに記載されているブリード/カラーク
ラスの順番で呼び出される。 
 

c. 2day ショーの２⽇⽬の審査がはじまる前に，マス
タークラークはすべての競技によるトランスファー
（訳者注︓１⽇⽬に競技したことによるチャンピオ
ン，プレミアへの昇格，グランドへの昇格）を，担
当するジャッジに伝える⽴場にあるそれぞれのリン
グクラークに報告しなければならない． 

 
10.23  エントリー情報の訂正 
 
a. ショー会場に到着したなら，レジストレーションナ

ンバー，居住するリジョン／エリア（地域），カラ
ー／タビーパターンや，他のエントリー情報がカタ
ログに正しく書かれている事を確認することは出陳
者の責務である． 

 
b. 所有者のトランスファーについてはマスタークラー

クに報告されなければならず，コレクションスリッ
プには新しいオーナーあるいはエージェントによっ
てオーナーの修正された（正しい）名前が記載され
なくてはならない． 

 
c. もしカタログに印刷されている情報が誤りであった

り，キツンのレジストレーションナンバーやハウス
ホールドペットのレコーディングナンバーが記載さ
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れていない場合，マスタークラークあるいはエント
リークラーク，またあるいは被指名⼈（⼊場⼿続き
担当者）に誤りやキツンのレジストレーションナン
バー、またはレコーディングナンバーの訂正を適切
に通知することは，出陳者の責務である．公式のカ
タログ訂正要求フォームが⽤いられなくてはならな
い．出陳者は訂正された情報が書かれ，マスターク
ラークか代理の者のサインのあるカタログ訂正要求
フォームのコピー（受領書）を受け取らなければな
らない，誤った，あるいは失われたエントリー情報
を正しい情報に訂正するためのものであり，猫名，
レジストレーションナンバー、レコーディングナン
バー，⽣年⽉⽇，オーナー情報，猫の居住リジョ
ン，競技カテゴリー（オープン，チャンピオン，プ
レミア，グランドチャンピオン，グランドプレミ
ア、ハウスホールドペット）の情報を含むものであ
る．この受領書はエントリーに関する将来における
いかなる問題に対応するために出陳者において保管
されなくてはならない．間違った情報，特に猫の性
別，年齢，カラーやタビーパターン，カラークラ
ス，競技カテゴリーについては，エントリークラー
クあるいは被指名⼈（⼊場⼿続き担当者）によっ
て，アブセントトランスファーシートに修正を書き
込むことで修正を⾏わなければならない．⽗猫，⺟
猫，ブリーダー情報についての誤った情報の修正は
必要ない。チャンピオンやプレミアのブロンズ／シ
ルバー／ゴールドの修正は必要ない。 

 
d. ショー最終⽇の予告されたショー終了時刻の４時間
前までにマスタークラークに記⼊したカタログ訂正
要求フォームを提出することは出陳者の責務であ
る．マスタークラークは締め切り時刻以降の訂正要
求フォームを受け取る必要はない． 

 
10.24  ショー委員会は４ヶ⽉齢以上の猫／キツンを展⽰

あるいは販売のために持ち込むことを許可してよ
い．ただし，CFA に登録可能な猫／キツンのみを
販売することができる．ベンガルの場合は成猫やキ
ツンはCFAに有効なものをプロデュースしなければ
ならない、またリター登録はショー会場では許可さ
れる。４ヶ⽉齢未満のキツンはショーホールに⼊る
ことは出来ない．ただしこの制限は愛護団体から⾥
親探しをされている動物には適応されない．年齢を
証明するものをショーマネージャー（10.28 参
照）の要求に応じて⽰さなければならない．エント
リーしていない猫／キツンであっても，ショー委員
会が必要とするもので条件に適合すれば（6.27 参
照）ショー会場に持ち込んでよい． 

 
10.25  猫／キツンはCFA ショーにおいてCFA クラブや個

⼈によって与えられてはならないが，猫／キツンは
法⼈の愛護団体によって配置されてもかなわない． 

 
10.26  ショーマネージメントはハウスホールドペットあ

るいはベテランのエントリーが13.03 b 項の条項
に適⽤されてショー会場にとどまることを要求され
る時には，時刻についての規定をする特別のルール
を定めてよい． 

 
10.27  ベンチングの後は，ショーエントリークラークあ

るいは指名された代理⼈は各リングとマスタークラ
ークにアブセント，トランスファー，あるいは出陳
取りやめ猫のエントリーのカタログ番号のリストを
準備し配布しなければならない．さらに，審査リン
グ側のエンドオブローをリクエストした移動補助器
具を使⽤する出陳者のエントリーのカタログ番号の
リストも準備して各リングに配布しなければならな
い． 

 
10.28  ショーマネージャーは４ヶ⽉未満と思われるいか

なるキツンもショー会場から直ちに退去させる要求
をする責任があり，オーナーあるいは関係した者に
そのキツンが少なくとも４ヶ⽉齢以上であることを
⽰すCFA リター登録証の提出により，ショーマネ
ージメントによる調査に付さなくてはならない． 

 

第１１章 

ショー開催中 審査と賞 
 

11.01 ⾸にリボンをつけていたり，⼊れ墨，マイクロチッ
プ，あるいはハウスホールドペットにおいて⽖カバ
ーのような引っ掻くことを妨げる装置以外の認識マ
ーク（11.02 参照）をつけた猫／キツンは審査され
ない． 

 
11.02 猫／キツンは⼊れ墨による識別表⽰をしてもよい．

CFA レジストレーションナンバーの下の桁，あるい
は社会保証番号を付ける．⼊れ墨は⼤腿部か⽿に⾏
い，1/2 インチの⾼さ以内，幅は９桁以内である．
猫／キツンは⽪下埋め込みマイクロチップで識別して
も良い．マイクロチップは⾸にわずかながらバンプを
作ることがある．規定に従っていない⼊れ墨は11.01 
で⾔う「認識マーク」とみなされる． 

 
11.03 審査中にジャッジが審査不能になり，任務の遂⾏が

できなくなった場合には，ショーマネージメントはジ
ャッジがそこに現れなかったものとして処理する
（6.28 参照)．しかし，それまでに与えられた賞は
有効である．代理ジャッジのためにひとたびリングを
離れたら，事前に予定されたジャッジはそのリングに
戻ってはならない．もしクラブがこれらのルールの下
で任務につける有資格の代理ジャッジを⽴てられない
時には，審査不能となったジャッジのリングの審査は
中⽌される．猫をそのショーに出陳しているジャッジ
は代理ジャッジとなる資格はないと考えられる．なぜ
ならそのようなジャッジがもし任務につくとしたら，
ショールールに違反するからである（21.01, 21.02, 
21.04 参照）．その時点までに受賞した賞は有効であ
り，クラブは出陳料の半額をショーに予定された審査
の数で除した⾦額を返却する．この最終⾦額が返却さ
れる． 

 
      もしジャッジが審査をできなくなったのであるが，適

当な補助者をつけることのよって任務を遂⾏できる場
合，そのジャッジのリングクラーク，マスタークラー
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クあるいはショー委員会のメンバーがジャッジのハン
ドリングを助けてもよい．ジャッジの任務はジャッジ
が家あるいは仕事場を任務のために離れた時からはじ
まる． 

 
      ジャッジが審査開始前に審査不能となった時は，その

ジャッジに補助者は⽤意されない．ジャッジは契約を
破棄しなければならない．⾁体的に任務遂⾏ができな
いかという点は，もし要求があれば，ショーマネージ
ャーあるいはCFA ボード（理事会）への医師による
書⾯での診断書の提出によって決定される．⼿術や⼊
院が必要な重⼤な疾病から審査リングへ復帰するジャ
ッジは，医師の署名のある治療証明書をジャッジング
プログラムチェアマンにその任務を再開する前に報告
しなくてはならない． 

 
      旅⾏に関連した問題，たとえばフライトが遅れた，あ

るいはキャンセル，荒天，個⼈的理由などによって，
そのショーの任務につけない場合は，審査が不能にな
ったとは認められない． 

 

11.04 ショーマネージャーは公⽰された時刻に審査を開始す
る義務がある．すべての⽇曜の１ day ショー，バッ
クトゥーバックショーの⽇曜⽇部分は，200 エント
リー以上が出陳される時は，午前９時かそれ以前に開
始しなければならない（6.29 a 参照）． 

 
11.05 審査の順番は緊急時におけるショーマネージャーの

決定によってのみ変更することができる．可能ないか
なる努⼒も記載されたショースケジュールに沿うよう
に注意を払うべきである． 

 
11.06 ショーマネージャーはそのリングのファイナルが始

まる前に退場してしまったエントリーについて，各ク
ラークに可能な限り通知する． 

 
11.07 それぞれのエントリーの審査順が来た時には，エン

トリーは審査のためリングに出陳(present)しなけれ
ばならない。リングへ出陳しないエントリーはアブセ
ントとされベンチングされてないものとして取り扱わ
れる。さらに、アブセント/トランスファーシート上
にMAbとマークされた猫については、その猫が審査
のためにジャッジリングに現れても、その猫はアブセ
ントとしてマークされる。エントリーナンバーが１回
⽬のコールをされた時に猫／キツンをリングへ出陳す
ることは出陳者，エージェントの責務である。審査リ
ングに対する１回のコールが必要なだけである。 

 
11.08 出陳者は出陳猫に関するいかなるコメントもジャッ

ジに聞こえるようにしてはならないし，あるいはジャ
ッジの決定に異議を申し⽴ててはならない．本ルール
のもとに⾏われるジャッジの審査における決定は，い
ずれも最終的なものである． 

 
11.09 出陳者はそのショーで任務についてないジャッジの

意⾒を懇請してはならない． 
 

11.10 ジャッジは業務遂⾏中に出陳者が必要のない会話を
許してはならない．ジャッジはエントリーについて出
陳者と議論する必要はない． 

 
11.11 それぞれのリングのチーフリングクラークは，任務

についたジャッジの重要なアシスタントとして機能し
なければならない． 

 
      各リングのチーフリングクラークはリングスチュワー

トを監督しなければならない． 
 
      チーフリングクラークは，歩⾏補助機器を⽤いる出陳

者のエントリーについて，もし要求があれば，リング
のエンドオブローの審査ケージに⼊れるようにしなけ
ればならない．同じカラークラスのディビジョン／ブ
リードに多数のエントリーがある場合には，エントリ
ーは可能な限り，審査リングの端に近い審査ケージに
猫を⼊れるようにしなければならない． 

 
      完全なオスあるいは去勢オス（ハウスホールドペット

を含む）はいかなる場合にも，隣り合って配置されて
はならない．90 度かそれ以上の⾓度に置かれたふた
つのケージも隣り合ったケージとみなされる．審査リ
ングに猫／キツンを⼊れるにあたって，もし可能なら
クラークは出陳者によってなされた理由のある要求に
対応した配置をする． 

 
11.12 メス猫は審査ジャッジの選択肢として，いかなるク

ラスのオス猫との間の審査ケージにも⼊れられるが，
これを⾏うかどうかをそれぞれのクラスで決定する唯
⼀の責任はジャッジにある． 

 
11.13 館内放送装置が使⽤できる場合，各々の審査リング

に運ぶべき猫／キツンのすべての番号は，装置を通じ
てアナウンスされなくてはならない．このことはファ
イナルに必要な猫／キツンについても同様である．審
査リングへのコールはブリード／ディビジョンとある
いは競技カテゴリーの記述，エントリー番号でのみ⾏
われる．１回のコールが義務としてある．２回⽬，３
回⽬は好意である． 

 
11.14 審査ケージから猫が退去するまでは，誰も猫のナン

バー，つけられた賞（リボン，ロゼット）を取り外し
てはならない．もしエントリー数が少ないという理由
でファイナルがクラスの審査に引き続いて⾏われる場
合，ジャッジの許可があればリングクラークは賞をす
べて記⼊したことを確認した後，取り外してもよい． 

 
11.15 公⽰されたショー時間の終了後，そして競技クラス

（キツン，チャンピオンシップ，プレミアシップ，ベ
テラン，HHP）の審査が終了した時，ジャッジが他の
遂⾏されなくてはならないファイナルの完了を待って
いる間，ファイナルの番号は掲⽰されなくてはならな
い． 

 
11.16 ジャッジはそのリングの完全な責任を持つ．ジャッ

ジは公表されたショースケジュールに厳格に沿うよう
に最⼤限努⼒をする．ジャッジはスケジュールより早
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くクラスを審査するよう推奨されてはおらず，11.05 
項にある緊急の場合を除いて，そうすべきではない．
変更については事前に出陳者にアナウンスすること． 

 
      緊急時を除いて，ファイナルよりもクラスの審査が優

先される．緊急時とは，航空機に間に合わない，他の
リングのファイナルでその猫が必要である場合などで
ある．この様な場合，スケジュール変更を求めている
ジャッジによってショーマネージャーに通知され
(11.05)変更が調整される．ジャッジがファイナルを
この様な状況で⾏っている場合には，他のリングにお
けるカラークラス審査が中断されない様に時間を考え
て⾏う． 

 
11.17 ジャッジの要求によりクラークがオーナーあるいは

エージェントにエントリーを保定するように頼んだ場
合の例外を除き，ショーマネージメントに関係した役
員以外は審査リングに⼊ることは許されない． 

 
11.18 11.03 項の例外を除いて，審査ジャッジの他に，ト

レイニーあるいは11.17 に⽰したオーナーあるいは
エージェントのみが審査リングでエントリーをハンド
リングできる． 

 
11.19 ハンドリング 
 

a. ジャッジはそれぞれの猫／キツンをそれらのクラ
スでハンドリングする． 
 

b. すべての猫／キツンは審査リングで審査される． 
 

 
c. 抵抗的，脅迫的なふるまいをする猫／キツンは失

格にされなければならず，審査しているジャッジ
によって直ちにリングから退去させられ，そのリ
ングに２度と呼ばれることはない． 
 

d. 猫が抵抗的，脅迫的であるかどうかのジャッジの
判断は最終的なものであり，このことについて質
問されるべきものではない． 

 
 

e. ジャッジは同時に１頭を越えるエントリーをハン
ドリングしてはならない． 
 

f. ファイナルの間，ジャッジは28.19 のリストに
ある（ベストオブベストファイナルとハウスホー
ルドペットに与えられる特別な賞を除く）ファイ
ナルで受賞する猫／キツンのみをリングに置く． 

 
g. ファイナルに呼ばれるジャッジのリングのすべて

の猫はケージが与えられなくてはならない． 
 
      注意︓抵抗的，脅迫的な猫／キツンをハンドリングす

る努⼒において，ショーの正常な進⾏が不当に遅れな
いようにすること，過度に危険を伴わないようにする
ことが，CFA の⽅針であることをジャッジは教育さ
れている． 

 
11.20 これらのルールにしたがって競技する資格があるか

どうかの質問は，これを調査するショー委員会に問い
合わされなくてはならない．そのような場合，そのク
ラスは疑いのある猫が有資格として審査されはする
が，もし疑いのある猫が失格となった場合には，通常
のリストの賞に加えた追加の賞が割り当てられる．こ
のルールは（カラークラス，コンディション，あるい
はメリットのような）ジャッジの判断の案件には適⽤
されない． 

 
11.21 トランスファー．ジャッジは出陳者の同意を得て正

しいクラスでの審査が⾏われていない，間違ったエン
トリーをなされたキツン，チャンピオンシップ，ある
いはプレミアシップのエントリーを他のカラークラス
にトランスファーする．もし猫がエントリーされたの
と異なるカラーで審査された場合，ジャッジはジャッ
ジブックにカラーについて"judged as"と記録する． 

 
      ジャッジは出陳者の同意に基づき，ショールール

2.19 c に記載されたようにブリードの容認されるシ
ョースタンダードにしたがっていないと判断した時は
キツンあるいはチャンピオン（訳者注︓およびプレミ
アの）エントリーをAOV にトランスファーしてよ
い．ブリード間のトランスファーは認められない．あ
るブリードから他のブリードへのトランスファーはア
ブセント／トランスファーシート経由か直接リングク
ラークに出陳者が請求しない限り，許されない（ルー
ル 6.08, 10.22） 

 
11.22 間違ったカラー．ジャッジはジャッジの考えでエン

トリーが間違ったカラーで出陳されていると考えた以
下の場合には"WC"と記録する． 

 
a. その猫が本来持っている正しいカラークラスの審

査がその猫を審査する前に終了してしまっている
時． 

 
b. そのカラークラスが終了してはいないが，オーナ

ーがトランスファーに同意しない場合． 
 
11.23 ジャッジによる賞の保留︔ ジャッジは⾃らの考え

でエントリーが⼗分な価値がないと考えられる時，明
らかに妊娠している時，衰弱し，栄養不⾜の時，ある
いは注意を払うべき好意を無視した証拠がみられる場
合には，賞は保留されなければならない． 

 
      以上の理由により賞が保留された場合，ジャッジはカ

ラークラスシートに⼀つ，あるいはそれ以上の以下の
理由を記⼊する． 

 
      a. 賞なし，⼗分なメリットがない(NA/IM)， これは

全体的な質の⽋如，スタンダードからの逸脱，先天的
あるいは後天的な障害． 

 
      セントラルオフィスはそれぞれの猫についてのNA-

IM のジャッジの考えを記録する．もし３⼈のジャッ
ジがNA-IM を記録し，クォリティの全般的な⽋如が

25



©2020 The Cat Fanciers' Association, Inc.®  Show Rules (2020-2021) 

ある，スタンダードから逸脱している，先天的後天的
障害がある(28.17a)と考えられた時，その猫はハウ
スホールドペットクラスを除いたCFA のショーに⼆
度とエントリーする資格はない． 

 
      b. 賞なし－コンディション(NA/Cond.)， 明らかな

妊娠，栄養不⾜，注意義務怠慢，あるいは質の⽋如で
あってジャッジによってそれが⼀時的なものであると
考えられたもの． 

 
11.24  ジャッジによる失格 
 

a. ホワイトパウダーあるいはチョークの過剰な使
⽤，カラーパウダー，カラーチョーク，⽑染め，
カラーリンス，あるいは他の⼈⼯的着⾊材あるい
はコンシール材のCFA ショーに出陳された猫／キ
ツンへの使⽤は厳しく禁⽌される．ボタンやロケ
ットを抜き取ること，いかなる装置，物質，化学
物質を⽤いたもの，たとえば鎮静剤，ホルモン，
抗ヒスタミン剤のようなもので，猫／キツンの⾃
然なふるまいを変えてしまうものは禁⽌である．
ジャッジの個⼈的⾒解によって決定されたそのよ
うな証拠は，エントリーを即時失格とする． 
 

b. ジャッジはそのブリードあるいはカラーのスタン
ダードの項⽬の［失格］にあてはまる障害のある
猫／キツンを失格にしなければならない． 

 
c. ジャッジは審査リングで審査できない猫／キツン

あるいは抵抗的，脅迫的なふるまいをする猫／キ
ツンを失格にしなければならない．このルールは
カラークラスの審査の終了後の猫にはあてはまら
ない。ジャッジは噛まれたことに基づいて失格に
するときカラークラスシートに「DISQ/BITE」と
記録しなければならない、それ以外の場合は単に
「DISQ」と書く。(11.19.c, 11.19.d 参照)． 
 
セントラルオフィスはそれぞれの猫のDISQ/BITE
を記録する。３⼈のジャッジがDISQ/BITEを記録
した時、その猫はいかなるCFAショーにもエント
リーの対象とはならない。 

 
d. ジャッジは次のショールールに違反したエントリ

ーを失格にする．すなわちそれらは⽖除去された
猫／キツン，完全なオスで睾丸がふたつないも
の，であり，それまでに失格となっていない猫で
ある． 

 
e. もし成オス猫がふたつの睾丸がないために失格と

なった場合には， ジャッジはカラークラスシー
トに"DISQ-UT"（ ⽚睾丸のための失格）と記録
する．もしエントリーが他の理由によって失格に
なった場合，ジャッジはカラークラスシートに
DISQ と記録する． 

 
f. セントラルオフィスは"DISQ-UT"をジャッジの意
⾒として適正に記録する．３⼈のジャッジが下降
した睾丸を⽋くことによって成オス猫を失格とし

た場合には，その猫がプレミアシップにエントリ
ーされて出陳される場合を除いて，いかなるCFA 
ショーにも再びエントリーする資格はなくなる
（そのような猫は獣医による検診を受け，去勢に
必要な外科⼿術を受けることを強く勧める）． 

 
11.25 チーフリングクラークはすべてのチーフリングクラ

ークに，猫／キツンがかみついたことによってジャッ
ジが失格としたことを，あるいはジャッジの判断にお
いて反抗的，脅迫的なふるまいをすることを伝える義
務がある． 

 
11.26 ジャッジによる勝利の無効(void)． 
 
a. ジャッジは⾃分の考えとして⼗分な受賞のメリットが

ないと判断した時には，ファイナルを含むいかなる勝
利も無効としなければならない。 

 
b. もしエントリーがショー会場から退場して，ファイナ

ルに出られない場合には，ファイナルの賞は受けられ
ない．ジャッジは以下のいずれかの⽅法を選択しなけ
ればならない． 

 
1. ジャッジは勝利を無効にし，その勝者の地位を空

席にする．ジャッジはそこにいない猫に与えられ
る賞について，その猫がもしここにいたなら適切
な賞を受けたであろうとアナウンスする． 
 

2. ジャッジは勝利を無効とし，ファイナルのその猫
以下の位置を上位に持っていき，追加の受賞猫を
選ぶ．その追加の位置はさいごの位置であり
（10th, 5th，あるいはサードの適当な位置）不
在猫を除いたことによって，メカニック的に受賞
可能な猫である．ジャッジはファイナルにアブセ
ントの猫がおり，もしここにその猫がいたなら，
適切な賞を受けたであろうとアナウンスしなけれ
ばならない．ジャッジのファイナルシートにはど
の猫の勝利が無効とされ，どの猫が代わりとなっ
たかを記⼊する． 

 
      ジャッジは空の（猫が⼊ってない）ケージに賞をつけ

ることはない． 
 

11.27 ショーで特別なブリードを表彰したいクラブはジャ
ッジにブリード／ディビジョンアワードについて，現
在セントラルオフィスでスコアされるものに加えて，
３つの賞を与え，すなわちブリード／ディビジョンの
３，４，５位をジャッジに依頼することができる．こ
れらの追加のアワードは，リジョナル，ナショナルア
ワードのためのセントラルオフィススコアに加算され
ることはない．クラブはジャッジがこれらの３つの追
加のスコアされないブリード／ディビジョンの賞を与
えることの許可をCFA 理事会に求める必要はない． 

 
11.28 オールブリードリングでは，エントリーが 
      115 頭未満の場合にはチャンピオンシップのアワー

ドはベストから10th ベストキャットであり， 
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      115 頭以上の場合には，ベストから15th ベストキ
ャットである． 

      また，ベスト，セカンド，サードベストチャンピオ
ン，ベスト，セカンド，サードベストロングヘアーチ
ャンピオン，ベスト，セカンド，サードベストショー
トヘアーチャンピオンが表彰される． 

 
      キツンファイナルアワードは 
      エントリーが100 頭未満の時はベストから10th ベ

ストキツンである． 
      キツンエントリーが100 頭以上の時にはファイナル

アワードはベストから15th ベストキツンである． 
 
      プレミアシップファイナルアワードは 
      エントリーが60 頭未満の時はベストから10th ベス

トキャットであり， 
      60 頭以上の場合にはベストから15thベストキャット

である． 
      また，ベスト，セカンドベストプレミア，ベスト，セ

カンドベストロングヘアープレミア，ベスト，セカン
ドベストショートヘアープレミアが表彰される． 

 
      ベテランクラスのファイナルアワードは，ベストから

5th ベストキャットあるいはベストから10th ベスト
キャットであり，どちらにするかはショーマネージメ
ントによって決定される． 

 
11.29  a. ロングヘアー／ショートヘアースペシャリティ

ーリングでは， 
 
      チャンピオンシップファイナルはエントリーが 
      115 頭未満の時はベストから10th ベストキャッ

ト，115 頭以上の時はベストから15th ベストキャ
ット，それにベスト，セカンド，サードベストチャン
ピオンである． 

       
      キツンファイナルではキツンエントリーが 
      100 頭未満の時はベストから10th ベストキツン， 
      100 頭以上の時はベストから15thベストキツンであ

る． 
 
      プレミアシップではエントリーが 
      60 頭未満の時はベストから10th ベストキャット， 
      60頭以上の時はベストから15th ベストキャットであ

り，これにベストとセカンドベストプレミアが表彰さ
れる． 

 
      ベテランクラスのファイナルアワードは，ベストから

5th ベストキャットあるいはベストから10th ベスト
キャットであり，どちらにするかはショーマネージメ
ントによって決定される． 

 
      b. ブリード／ディビジョンスペシャリティーリング

ではチャンピオンシップファイナルではベストから
10th ベストキャット，ベスト，セカンドベストチャ
ンピオン，キツンではベストから10th ベストキツ
ン，プレミアシップではベストから10th ベストキャ
ットとベスト，セカンドベストプレミア．ベテランク

ラスのファイナルアワードは，ベストから5th ベス
トキャットあるいはベストから10th ベストキャット
であり，どちらにするかはショーマネージメントによ
って決定される． 

 
      a とb 項におけるカウントを決定する⽬的では

AOV，プロビジョナル，その他のクラス，およびベ
テランクラスのエントリーはカウントされない． 

 
      28.18 の条項に関して，以下の賞がジャッジによっ 

て表彰される．チャンピオンシップのウィナースおよ 
びプレミアシップのウィナースはノービスクラスのみ 
に与えられる． 

 
11.30 11.26 の条項に関して，以下の賞がジャッジによっ

て表彰される．チャンピオンシップのウィナースおよ
びプレミアシップのウィナースはノービスクラスのみ
に与えられる． 

 

a. CHAMPIONSHIP WINS Allbreed 
LH or SH 
Specialty 

Best of 
the 

Bests 

Color/ 
Breed 
Specialty 

Best–5th Best Cat X X X X 
6th–10th Best Cat X X  X 
11th–15th Best Cat X* X*  X* 
Best, 2nd, 3rd*** Champion X X  X 
Best, 2nd, 3rd*** LH Champion X    
Best, 2nd, 3rd*** SH Champion X    
Best of Division X X  1 
2nd Best of Division X X  2 
Best of Breed** X X  1 
2nd Best of Breed** X X  2 
Best of Breed/Division Champion X X  3 
Best & 2nd Best of Color Class X X  X 
First-Third X X  X 
AOV 4 4  4 
Provisional Breed 5 5  5 
Miscellaneous Breed 6 6  6 

b. PREMIERSHIP WINS Allbreed 
LH or SH 
Specialty 

Best of 
the 

Bests 

Color/ 
Breed 
Specialty 

Best–5th Best Cat X X X X 
6th–10th Best Cat X X  X 
11th–15th Best Cat X* X*  X* 
Best, 2nd Best Premier X X  X 
Best, 2nd Best LH Premier X    
Best, 2nd Best SH Premier X    
Best of Division X X  1 
2nd Best of Division X X  2 
Best of Breed** X X  1 
2nd Best of Breed** X X  2 
Best of Breed/Division Premier X X  3 
Best & 2nd Best of Color Class X X  X 
First-Third X X  X 
AOV 4 4  4 
Provisional Breed 5 5  5 
Miscellaneous Breed 6 6  6 

c. KITTEN WINS Allbreed 
LH or SH 
Specialty 

Best of 
the 

Bests 

Color/ 
Breed 
Specialty 

Best–5th Best Kitten X X X X 
6th–10th Best Kitten X X  X 
11th–15th Best Kitten X* X*  X* 
Best of Division X X  1 
2nd Best of Division X X  2 
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Best of Breed** X X  1 
2nd Best of Breed** X X  2 
Best & 2nd Best of Color Class X X  X 
First-Third X X  X 
AOV 4 4  4 
Provisional Breed 5 5  5 
Miscellaneous Breed 6 6  6 

d. VETERAN WINS Allbreed 
LH or SH 
Specialty 

Best of 
the 

Bests 

Color/ 
Breed 
Specialty 

Best–5th Best Cat X X X X 
6th–10th Best Cat X* X* X* X* 

 

*受賞可能な時のみ 
**ディビジョンに分割されていないブリードに対するもの 

である 
***カラー／ブリードスペシャリティーリングでは，サー 

ドベストチャンピオン，サードベストロングヘアーチ 
ャンピオン，サードベストショートヘアーチャンピオ 
ンは与えられない． 

 
注意︓ 
1) ベストキャットと同じ 
2) セカンドベストキャットと同じ 
3) ベストチャンピオン，ベストプレミアと同じ 
4) AOV 競技はブリード内のみで性別に１席，２席，３

席そしてカラークラスのベストとセカンドベスト，ブ
リードあたり猫のカテゴリー（キツン，チャンピオン
シップ，プレミアシップ）においてひとつのカラーク
ラスである． 

5) プロビジョナルブリードはそのブリード内のみで性
別の１席，２席，３席，カラークラスのベストとセ
カンドベスト，ブリードのカテゴリー（キツン，チ
ャンピオンシップ，プレミアシップ）あたりひとつ
のカラークラスである。クラブがプロビジョナルの
猫にBest, 2nd Best, 3rd Bes of Breed アワードを出
すことを選択した場合、各リングはその猫種の3つの
カテゴリーすべての猫から提供する。 

6) クラブがBest, 2nd Best, 3rd Bes of Breed アワード
の授与を選択した場合を除きその他（⾮競技）クラ
スの出陳猫は賞は与えられない。その場合、ミセラ
ニアスのすべての猫はすべての競争的なカテゴリ
（⼦猫/全体/避妊去勢）を組み合わせて、品種別に
各リングのこれらの賞を競うことになる。 

 
11.31 ベテランクラス 
 
      ベテランクラスに与えら得る賞は以下の通り． 
 
      個々のエントリーは価値があると⾒なされれば，ベテ

ランメリットアワードのリボンを得る．ベテランクラ
スが得る賞は，ベスト，セカンドベスト，サードベス
ト，フォースベスト，フィフスベスト，であり，もし
適応可能なら，シクススベストからテンスベストまで
である． 

 
      同じショーで⼆つ以上のベテランクラスのリングが⾏

われるのであれば，ベテランベストオブベスト競技を
⾏っても良い． 

 

      オールブリードジャッジあるいはダブルスペシャリテ
ィージャッジはベテランクラスをオールブリードある
いはスペシャリティーリングとして審査してよい．シ
ングルスペシャリティジャッジは，このようなクラス
をライセンスされたスペシャリティにおいてのみ審査
しなければならない． 

 
11.32 ハウスホールドペット 
 
      ハウスホールドペットクラスに与えられる賞は以下の

通りである． 
 
      個々のエントリーが価値があると認められる時は，ハ

ウスホールドメリットアワードを受ける。 
 
      ハウスホールドペットではロングヘアーとショートヘ

アーの区別はない． 
 
      ここでは去勢成猫，避妊⼿術猫とキツンの区別はな

い． 
 
      ハウスホールドペットファイナルは，ベストからテン

スベストキャットである。もし45 頭以上のエントリ
ーがある場合には，11 〜 15 位の表彰をしてよい。 

 
      ２リング以上のハウスホールドペットリングが同時に

⾏われる場合には，ハウスホールドペットベストオブ
ベスト競技を⾏ってもよい． 

 
      他のハウスホールドペットの形式 
 
      美しさと品位を損なうことなく，しかもそのようなク

ラスが出陳猫の健康を危険にさらすことがないという
要求をショーマネージメントが明確にすることで，ス
タンドアロン（独⽴リングでの審査）のショーを開催
してもよい．ジャッジは招聘の際に提⽰されたショー
の形式について知らされなければならない．スタンド
アロンのハウスホールドペットジャッジは，そのジャ
ッジはチャンピオンシップリングを審査しないジャッ
ジであり，単独のリングを与えられる．しかしシング
ルスペシャリティジャッジが１⽇はシングルスペシャ
リティの審査を⾏い，他の⽇はスタンドアロンハウス
ホールドショー審査をすることはできる． 

 
11.33 ８リング以下のファイナルから選ばれる場合，ベス

トオブベスト競技に参加する資格がある猫／キツン
は，ベスト，セカンドベスト，サードベストキャット
（チャンピオンシップかプレミアシップ）あるいはキ
ツンではベスト，セカンドベスト，サードベストキツ
ンのみである．（９リング以上のファイナルからのベ
ストオブベストリングではトップ２キャットかキツン
である）ベストオブベスト競技のジャッジは（ハウス
ホールドペットを除いて）アプルーブドオールブリー
ドジャッジで，そのショーで他のリングを審査してい
ないジャッジでなくてはならない．ジャッジは５頭の
ベストキャット（チャンピオンシップ，プレミアシッ
プ），５頭のベストキツンを選ぶ．ベストオブベスト
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競技への参加は4.05 項の規定への違反とはみなされ
ない． 

 
      ベストオブベストジャッジによって繁殖された猫／キ

ツンはベストオブベスト審査での競技に出る資格はな
い．ただし，ハワイとベストオブベストジャッジが代
理ジャッジである場合を除く． 

 
11.34 ジャッジはこれらのルールに規定されていないカッ

プやトロフィーの賞を与えてはならない． 
 

11.35 審査するジャッジが，公式のCFA の賞に必要なもの
につけ加えて決定しなければならないような，いかな
る賞も提供してはならない． 

 
11.36 ショーフライヤーに商品が記載された場合には，そ

れらの賞品が与えられなくてはならない． 
 
11.37 そのショーに招聘しているジャッジに対して贈り物

をすることは，クラブに期待あるいは推奨されるもの
ではない．ただし，そういう習慣を続けたい，これか
ら⾏いたい，という場合には，次のような代案があ
る︓ジャッジの名前でWinn 財団やCFA 法令基⾦な
どへの50 ドルまでの寄付．もしクラブがジャッジに
贈り物をするのであれば，すべてのジャッジに同じあ
るいは同等の価値のものを提供すべきである． 

 
      いくつかの⽂化的な習慣においては，贈り物を拒否す

ることは相⼿を侮辱していると考えられることがあ
る．そのような場合，ジャッジはCFA を代表して受
け取り，この贈り物をどう取り扱うべきかをジャッジ
ングプログラム委員⻑に相談すること． 

 
11.38 これらのルールの下で働くジャッジの判断にもとづ

く決定に対する質問はできない． 
 

第１２章 

ショーの記録管理 
 

12.01 すべてのジャッジカラークラスシートはジャッジによ
ってサインされなければならない．すべてのジャッジ
はブリード／ディビジョンの審査完了時にジャッジが
賞を決定しているなら，ジャッジのカラークラスシー
トにブリード／ディビジョンのベストとセカンドベス
トを記⼊する．ブリード／ディビジョンのベストチャ
ンピオン，ブリード／ディビジョンのベストプレミア
も同様に記⼊する．もしブリード／ディビジョンの勝
利がブリード／ディビジョンの完了時に与えられなか
った場合，ジャッジシートは勝利を記⼊せずにマスタ
ークラークに提出する．すべてのジャッジはすべての
間違いの訂正にイニシャルを記⼊しなければならな
い．すべてのジャッジのファイナルシートは完全に記
⼊されなくてはならない．それはチャンピオンシッ
プ，プレミアシップクラスでは受賞した猫／キツンの
タイトルを含んだもので，ファイナルの終了時にジャ
ッジによってサインされたものである．ジャッジのカ
ラークラスシートとファイナルショートはチーフリン

グクラークによってチェックされ，イニシャルを記⼊
されなくてはならない．ジャッジカラークラスシート
の公式CFA コピー（ピンク）はチーフリングクラー
クとマスタークラークによってチェック，イニシャル
記⼊されなくてはならない．ジャッジのファイナルシ
ートはマスタークラークによってチェックされ，サイ
ンされなくてはならない．マスタークラークはすべて
の出陳者が容易にアクセスできるように，ただちにそ
のシートを掲⽰しなければならない．掲⽰された賞は
最終的なものであり，ショールール12.15 に⽰され
た場合を除いて変更されることはない． 

 
12.02 ジャッジは１，２，３を受けなかった審査済みの猫

についてのカラークラスシート上の賞のカラムにダッ
シュ(-)を記⼊する．ただし，失格，保留の場合はこ
の限りでない．その他（ミセラニアス）のクラスにお
いては，ジャッジはハンドリングした猫に「ダッシ
ュ」をマークする．ハウスホールド競技で審査した猫
においては，ハンドリングして失格にしなかったすべ
ての猫についてはメリットを表す「Ｍ」をマークす
る．ベテランクラス競技の猫についてはハンドリング
して失格にしなかったすべての猫に「Ｖ」をマークす
る． 

 
12.03 ジャッジが記⼊してサインしたジャッジカラークラ

スシートおよびファイナルシートは，審査が完了する
ごとにチーフリングクラークに提出し，チーフリング
クラークは誤りがないかチェックした後，マスターク
ラークに提出する． 

 
12.04 ジャッジカラークラスシートとファイナルシートの

サインされた２番⽬の完全なセットおよび記⼊された
カタログのジャッジ分は，少なくとも90 ⽇間ジャッ
ジによって保持されなくてはならない． 

 
12.05 アプレンティスあるいはアプルーバルペンディング

ジャッジが⽤いられるすべての場合において，あるい
はトレイニーがハウスホールドペットを審査する時，
ジャッジングプログラムチェアマンによって提供され
る質問票に記⼊して，ショー委員会の過半数によって
サインされ，ショー終了から30 ⽇以内にセントラル
オフィスに送付されなければならない。同様に、ゲス
トジャッジと契約をかわした場合には、クラブによっ
てゲストジャッジの評価表が作成され、ショーから
30 ⽇以内にセントラルオフィスに郵送されなければ
ならない。ショーパッケージの受領後30⽇以内にセ
ントラルオフィスが受領しなかったジャッジへの評価
票およびゲストジャッジ評価票には、CFAの現在の価
格表に指定されている追加の罰⾦が適⽤される。さら
に、そのようなクラブは、評価票や調査票がセントラ
ルオフィスによって受け取られる時まで、将来のショ
ーなどを開催することを⽬的としたグッドスタンディ
ングとは⾒なされることはない。 

 
12.06 ショーマネージャーがエントリー情報がカタログに

記載されてない猫／キツンに競技に参加するのを許し
た場合には，ショーマネージャーはそのエントリーが
競技に参加する資格があるかどうかを決定するCFA 
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セントラルオフィスの再検討のために書⾯での説明の
報告書を提出しなければならない．ショーマネージャ
ーの報告書とすべてのショーマネージャーの決定に関
する書類はショーパッケージとともにセントラルオフ
ィスに提出しなければならない．セントラルオフィス
によって資格がないとされたエントリーはそのショー
で達成したいかなる賞に対するクレジットも受けられ
ない（7.10 参照）． 

 

      ショーマネージャーはショーカタログに含まれていな
いエントリーについてのすべての情報を含む追加記録
を⽤意しなければならず，それはマスタークラークに
知らせるとともに，セントラルオフィスに提出する公
式ショー記録に含まれなくてはならない．追加記録１
件につき，クラブ／エントリークラーク／ショーサー
ビスに対して現在の料⾦表に記載された料⾦が課⾦さ
れ，ショーパッケージ提出とともに⽀払われなければ
ならない．この返⾦されない⽀払いはセントラルオフ
ィスが追加記録を認めることを保証するものではな
い． 

 
12.07 チーフリングクラークはケージにかけられたリボ

ン，ロゼットにしたがってカタログに記⼊する。１
席、２席、３席、カラークラスのベスト、セカンドベ
スト、ブリード／ディビジョンのベスト、セカンドベ
スト、ブリード／ディビジョンのベストチャンピオン
あるいはベストプレミア、HHP においてはメリット
アワード（ジャッジブック、ショー・カタログにはM 
を記⼊）、ベテランクラスにおいてはベテランメリッ
トアワード（ジャッジブック、ショー・カタログには
V を記⼊）、およびすべてのファイナルについて記⼊
する。アブセントとトランスファー（2day ショー初
⽇に申し出られた競技によるトランスファーを含む）
は、はっきりと記⼊されなくてはならない。チーフリ
ングクラークはジャッジのカラークラスシートを⽤い
てカタログに記⼊することは絶対にしてはならない。 

 
12.08 チーフリングクラークは担当リングのジャッジの審

査結果を完全に記⼊したカタログをショー終了時に提
出しなければならない． 

 
12.09 猫が審査され，クラス内で３位以内に⼊らなかった

時，クラークはジャッジ⽤のカタログの賞記⼊箇所に
はダッシュ(-)を記⼊する．これは審査が⾏われ，３
位より低い審査結果であったことを⽰すものである． 

 
12.10 11.22, 11.23 および11.24 項による賞が任務につ

いているジャッジによって保留された時，チーフリン
グクラークはリングカタログおよびジャッジ分のカタ
ログに以下のように明瞭に記⼊する．「カラークラス
の間違い(WC)」「受賞に値しないコンディション
(NA/cond.)」「受賞に⼗分な価値がない(NA/IM)」
「⽚睾丸のための失格(DISQ-UT)」「噛んだための失
格(DISQ/BITE)」あるいは「他の理由による失格
(DISQ)」 

 

12.11 a. チーフリングクラークは記⼊したカタログとジャ
ッジのカラークラスシートとを確認し，いかなる間違
いも直ちに修正するよう助⾔しなければならない． 

 
      b. チーフリングクラークは，ジャッジのカラークラ

スシートの記⼊が完了したら，それらをチェックする
とともにピンクのコピーにイニシャルを記⼊しなけれ
ばならない．このコピーはその後，マスタークラーク
に回さなくてはならない． 

 
      c. もしジャッジがディビジョン／ブリードアワード

を後回しにした場合，すでに与えられたもののみを記
⼊したカラークラスシートをチェックして，チーフリ
ングクラークのイニシャルを記⼊してマスタークラー
クへ回す． 

 
      d. チーフリングクラークはマスタークラークに回す

前に，３枚あるすべてのジャッジファイナルシートを
チェックしてイニシャルを記⼊しなければならない． 

 
      e. チーフリングクラークはマスタークラークにシー

トを提出する前に，チャンピオンシップ，プレミアシ
ップのファイナル受賞猫について，ジャッジが記⼊し
たファイナルシートのタイトル (NOV, CH, GC, PR, 
GP) を確認しなければならない． 

 
12.12 マスタークラークは、公式CFA カタログの表紙ある

いはショーインフォメーションシートにサインし、現
在のクラークとしての地位、住所、メールアドレス
（可能な場合）そして電話番号を記⼊しなければなら
ない． 

 
12.13 a. マスタークラークはショーカタログに誤って記載

されたエントリー情報の修正、記載されていないレジ
ストレーションナンバーの追加を⾏う権限を与えられ
る（10.23 参照）。修正が⾏われた場合、ショーカタ
ログとともにエントリーフォームとカタログ訂正請求
フォームのオリジナルコピーがセントラルオフィスに
送られなければならない。セントラルオフィスへのエ
ントリーフォームの提出は、もしカタログ修正がレジ
ストレーションナンバーの追加のみやオープン、チャ
ンピオン、プレミアからチャンピオン、プレミア、グ
ランドチャンピオン、グランドプレミアへのトランス
ファーの場合、もしくはCFAが提供する公式のオンラ
インエントリフォームを使⽤してエントリが送信され
た場合には必要ない。このような場合には、オリジナ
ルの訂正請求フォームのみセントラルオフィスに提出
すればよい。 

 
         b. マスタークラークは修正あるいはキツンのレジス

トレーションナンバー、ハウスホールドペットのレ
コーディングナンバーまたはレジストレーションナ
ンバーの追加を⾚インクではっきりと記⼊し，完全
に記⼊された公式カタログはセントラルオフィスと
クラブに提出し、マスタークラークによって保持さ
れる。NCR 要約カタログがショーのスコアリングに
⽤いられる場合（2.10 参照），マスタークラークは
NCR 要約カタログにのみ修正とレジストレーション
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ナンバーやレコーディングナンバーの追記を⾏うこ
と，そしてセントラルオフィスに送る空欄にしたシ
ョーカタログには修正を⾏わないこと． 

 
12.14 マスタークラークはすべての審査記録をマスターカ

タログに集約しなければならない．完全さとメカニッ
クの正しさをチェックしなくてはならない．⾷い違い
は，対応するチーフリングクラークに報告されて，ジ
ャッジとともに解決されなければならない． 

 

12.15 マスタークラークは完全にチェックされたカラークラ
スシートの公式（⽩）コピーにイニシャルを記⼊し掲
⽰しなければならない．シートはすべての出陳者が容
易に⾒えるように掲⽰しなければならない．ひとたび
マスタークラークがカラークラスシートのチェックを
完了し，シートにイニシャルを記⼊したら，賞は以下
の場合にのみ変更可能である．マスタークラークがイ
ニシャルをシートに記⼊した後，メカニックの誤りが
発⾒された場合，ジャッジによって誤りは修正され
る．ジャッジの修正についての書⾯での確認書がショ
ー記録とともに提供されなくてはならない．掲⽰後に
おける賞の変更の唯⼀の⽅法は，CFA ボードによる
もののみである＊． 

 
      ＊もしメカニックの誤りがショーの後に発⾒された場

合には，セントラルオフィスは関係する賞を無効とす
る． 

 
      マスタークラークがシートにイニシャルを記⼊した後

までみつからなかったメカニックの誤りはジャッジに
よって修正される．ジャッジの修正についての書⾯で
の確認がショー記録とともに提供されなければならな
い． 

 
12.16 マスタークラークは記⼊が完了したジャッジカラー

シートの公式CFA コピーをセントラルオフィスに送
るためにショーセクレタリーに渡すまで，安全に保管
する責務がある． 

 
12.17 マスタークラークはキツン、チャンピオンシップ、

プレミアシップ、ベテラン、ハウスホールドペットに
出陳され，競技された猫／キツンの数、および出陳競
技されたチャンピオン、プレミア（オープン、ブロン
ズ、シルバー、ゴールドレベルを含む）の数をカウン
トする義務がある。そしてその数を出陳者に知らせな
くてはならない。 

 
12.18 マスタークラークはそれぞれのジャッジファイナル

シートのメカニックの正確さをチェックし，ジャッジ
がショー会場を離れる前に３枚のコピーにサインしな
ければならない．ファイナルシートのジャッジ分のコ
ピーは直ちにか，あるいはいずれにしてもジャッジが
ショー会場を離れる前にジャッジに返却しなければな
らない． 

 
12.19 マスタークラークは記⼊された公式チャンピオンシ

ップ／プレミアシップ、アジリティ申請フォームとア
ジリティ・リングマスター・スコアーシート、ハウス

ホールドペット・レコーディングナンバー申請書を受
理する。加えて、マスタークラークはオープン、チャ
ンピオンあるいはプレミアからのグランドへのトラン
スファーについてのコレクションスリップをオーナー
あるいはエージェントから受理する。チャンピオン・
プレミアでのブロンズ／シルバー／ゴールド間のトラ
ンスファーではコレクションスリップは必要ない。マ
スタークラークはこれらのトランスファーのカタログ
ナンバーのリストをショーセクレタリーに提出する。 

 
      マスタークラークはチャンピオンシップ／プレミアシ

ップ確認書とハウスホールドペット・レコーディング
ナンバー申請書を料⾦⽀払いの⼩切⼿を申請フォーム
あるいは申請書にホッチキスでとめ付けるかクリップ
など適切な⽅法で⽤意する．マスタークラークは料⾦
を現⾦による⽀払いで受け付ける必要はない． 

 
      すべての確認書、申請書とトランスファーはショーレ

コードとともにセントラルオフィスに送付されなくて
はならない． 

 

第１３章 

ショーの終了／猫の退場／

延滞料の回収 

 

      猫の退場要件 
 
13.01 キツンはキツンの審査が終了した後はショー会場を

退場してよい． 
 
13.02 ベテランはベテランクラスの審査が終了した後はシ

ョー会場を退場してよい． 
 
13.03 キツンとハウスホールドペット以外のすべてのベン

チングしたエントリーは，ショー終了時刻まではショ
ー会場にいなければならない．不在の場合には，その
ショーでそのエントリーが得たすべての勝利は以下の
例外を除いて無効となる． 

 
a. ショー最終⽇の予定終了時刻後の審査リングにお

けるアブセントは，そのリング以前の勝利による
賞は有効である．しかし，退場後の賞は無効であ
る．ただしこの場合，ショーマネージャーにその
エントリーが不在となったことを通知されている
必要がある． 
 

b. ハウスホールドペットはショーマネージャーの決
定により終了時刻前に退場してよい． 

 
13.04 ショーマネージャーは13.01〜13.03, 35.03と

35.05 に記述された猫／キツンの退場に対する出陳
者への対応をする責任がある． 

 
     ショーの終了 
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13.05 ショーマネージャーはファイナルを含む審査が完了
するまで，ケージを分解することを許してはならな
い． 

 
13.06 ショー終了にあたって，マスタークラークは12.16, 

12.19と13.07〜13.09 の項⽬にしたがってショーセ
クレタリーに渡す責務のあるすべてのショー記録を集
め，編集し，分類して完全であるか確認しなければな
らない．マスタークラークはマルチパートになったフ
ォームを分け，マスターカタログと規定された配布⽅
法にしたがった書類をあわせて，セントラルオフィス
へ送るもの，ショーセクレタリーが保存するもの，マ
スタークラーク⾃⾝のセットを作成する．集めてチェ
ックしたセットは，封筒に⼊れるか束にして，配布先
がわかる様に，すなわち「セントラルオフィスコピ
ー」「クラブコピー」のようにショーセクレタリーに
渡す時にラベルを付ける．セントラルオフィスに送付
する記録のセットには，⼀時的なレジストレーション
ナンバーで競技した猫の⾎統書，申請書，料⾦，これ
らを猫ごとにステープルしたものが含まれる．マスタ
ークラークのショーに対する責務は，ショーセクレタ
リーに集めたショー記録のセットを⼿渡した時に完了
する． 

 

13.07  マスタークラークはショーセクレタリーにすべての
リングについて完全にマークされた２冊のカタログを
ショー終了時に提出しなくてはならない（ルール
2.10 参照）．記録されたカタログは公式ショーカタ
ログあるいは記録された要約のショーカタログからな
る．マルチコピーカタログを作成するためのマルチコ
ピー(NCR)⽤紙はセントラルオフィスから⼊⼿でき
る．記録されたカタログのカラークラス部分の作成に
他のフォームを使⽤してはならない．１冊⽬のカタロ
グ，公式のCFA カタログは，13.09 項の規定にした
がい，ショーセクレタリーによってセントラルオフィ
スに郵送される．もしNCR カタログを⽤いた場合に
は，セントラルオフィスに空欄にした公式ショーカタ
ログを送付しなければならない． 

 
      ２冊⽬のカタログはクラブで適切に使⽤し，整理する

ために保管されなくてはならない． 
 
13.08 ショーセクレタリーはタイプミスなどによってマス

タークラークによってなされた訂正を参照するため
に，セントラルオフィスに送られたエントリーフォー
ムを除くオリジナルのエントリーフォームを１年間ク
ラブ記録に保管しなければならない（12.13 参照）．
セントラルオフィスは妥当なエントリーの確認のため
にそれらのエントリーフォームを要求することがあ
る． 

 
13.09 ショーセクレタリは以下の物をセントラルオフィス

に，エクスプレスメール，翌⽇配達サービス，UPSオ
ーバーナイト，フェデラルエクスプレス，あるいは同
等のオーバーナイトサービス（速達郵便は翌⽇配達で
はないので不可）を⽤いてショー終了の翌ビジネスデ
イに送らなくてはならない．これらはCFA セントラ
ルオフィスに翌⽇（ショー終了の翌々ビジネスデイ）

到着するために必要な時刻以前に配達業者に引き渡さ
なければならない．セントラルオフィスは所定の期間
内にショーパッケージが届かなかった場合には，現在
の料⾦表に定められた罰⾦を科す． 

 
a. １冊のすべてのリングについて完全にマークされ

たカタログでマスタークラークのサインの⼊った
もの．もしNCR カタログ（18.17 参照）がマー
クされた時は，これらに加えて空欄の公式ショー
カタログ１冊． 
 

b. ジャッジのカラークラスシートの完全なセットと
それぞれのリングのファイナルシート． 

 
c. トランスファーとアブセントのリスト，2day シ

ョーの初⽇後に⾏われた競技によるトランスファ
ーを含む． 

 
d. もしカタログに記載されてないなら，出陳者名，
住所，エントリーナンバーの完全リスト．これら
はベテランクラスには適⽤されない． 

 
e. マスタークラークに届けられたカタログ修正要求
フォームのオリジナルコピー．  

 
f. 12.13 記載にしたがってマスタークラークによ
って⾏われたカタログ修正を参照するための公式
エントリーフォーム（あるいは電⼦メールエント
リーの印刷したものと送信⼈の電⼦メールアドレ
ス情報）． 

 
g. 公式チャンピオンシップ／プレミアシップ確認申
請フォーム，完全に記⼊されて適正な料⾦ととも
にマスタークラークに提出されたもの． 

 
h. 電⼦的なショー情報（CFA セントラルオフィス

が受け取ることができる電⼦情報形式のもの）で
ショーエントリー情報を含むもの（本冊⼦巻頭の
データファイル情報参照）．ただし，ショーエン
トリークラークあるいはショーセクレタリーが直
接セントラルオフィスに送付した場合を除く．ス
コアリングに⽤いられたショー記録と同時にセン
トラルオフィスにディスクあるいは規定のフォー
ムの電⼦ファイルが提出されない場合，現在の料
⾦表に定められたCFA に⽀払い可能な処理料⾦
がかかる． 

 
i. ショーインフォメーションシート． 

 
j. 記⼊したアンオフィシャルカウントフォーム 

 
k. ショーエントリーのサーチャージsurcharge 料
⾦は，HHP を含むカタログエントリー１頭に対
して１ドルである．インターナショナルディビジ
ョン（除く中国、ただし⾹港特別⾏政地域とマカ
オは除外），カナダ，およびハワイで開催される
ショーにはサーチャージを免除される．。ショー
パッケージの受領後30⽇以内にセントラルオフ
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ィスが受領しなかったサーチャージは、CFAの現
在の料⾦表に記載されている追加罰⾦の対象とな
る。 

 
l. ⼀時的なレジストレーションナンバーで競技した

猫については，その猫に関する申請書，⾎統書
（またはルール6.16によって許可されている場
合両親のCFAレジストレーションナンバー），適
切な料⾦． 

 
m. 公式ハウスホールドペットのレコーディングナン

バー申請書があれば、記⼊し、適切な料⾦でショ
ーでマスタークラークに提出する。 

 

13.10 ハウスホールドペット・レコーディングナンバーの申
請⽤紙を受け取ると同時に、セントラルオフィスはそ
れとすべての以降のショーのためにCFAアワードポイ
ントのためにその猫を記録する。所有者が次のショー
の前にセントラルオフィス（以下ＣＯ）からレコーデ
ィングナンバー受け取ってない場合には、所有者はま
だ次のショーでHHPをエントリーして、HHPのレコ
ーディングアプリケーションがCOに既にあること
を、COのスコアラーに通知するにはショーパッケー
ジに含まれるようにマスタークラークにメモを提出す
ることができる、そして、スコアーはそのHHPのため
にそのショーから補ポイントを加算することが出来
る。カタログ訂正フォームがこれらの新しいカタチを
作成することを避けるために使われる。 

 
      延滞⾦の回収 
 
13.11 もし⽀払いが換⾦できない⼩切⼿で⽀払われ，出陳

料と銀⾏のペナルティーチャージと送料がこの通知か
ら30 ⽇以内に⽀払われない時には，そのショーのあ
った週末の（訳者注︓その週末に他のショーに出陳し
ていれば，そのショーの勝利も）出陳者の猫の勝利は
取り消される旨の通知を，クラブは出陳者とCFA セ
ントラルオフィスに配達の証明ができる⽅法で通知す
る．クラブは最初の通知をショー開催⽇の60 ⽇以内
に送らなくてはならない．通知はその出陳者によっ
て，エントリーされたすべての猫の名前，レジストレ
ーションナンバー，エントリーナンバー，そして⽀払
いが為替か銀⾏⼩切⼿かについても含まなくてはなら
ない．クラブは通知をファックスで⾏うか，電⼦メー
ルが通常郵便かを選択しなくてはならない．ただし
60 ⽇以内にCFA が受け取るように⼿配することは
クラブの責務である． 

 
a. もしクラブが30 ⽇以内に出陳料と課せられたペ
ナルティ料⾦と送料を受け取った場合には，クラ
ブはただちに出陳者およびCFA セントラルオフ
ィスにその出陳者は適正な状態であり，以降何の
措置もとられないことを通知する． 
 

b. もしクラブが30 ⽇以内に出陳料と課せられたペ
ナルティ料⾦と送料を受け取った場合には，クラ
ブはただちに出陳者およびCFA セントラルオフ

ィスにその出陳者は適正な状態であり，以降何の
措置もとられないことを通知する． 

 
 

c. 第２項記述の様に，30 ⽇以内に完全な⽀払いが
⾏われない場合，クラブはその事実をその出陳者
とCFA セントラルオフィスに７⽇以内に配達の
証明が可能な⽅法で通知する．クラブはセントラ
ルオフィスへの通知にあたって，ファックス，電
⼦メール，通常郵便を選択できるが，30 ⽇の経
過から７⽇以内にCFA が受け取るように⼿配す
ることはクラブの責務である．CFA セントラル
オフィスはこの後，そのショーのあった週末のそ
の出陳者の猫のすべての勝利を取り消し，CFA 
のすべてのサービスを停⽌し，そのことを配達証
明郵便で通知する．CFA に処理費⽤をその出陳
者は⽀払わなくてはならない．処理費⽤はCFA 
の現在の料⾦表に記載されている．この処理費⽤
とクラブへの負債を⽀払うまでは，すべてのCFA 
サービスは停⽌される．ひとたびポイントが取り
消されたなら，その出陳者が最終的に料⾦をきち
んと⽀払ったとしても，そのポイントは復活され
ることはない． 
 

d. CFA セントラルオフィスはこのルールによって
出陳者に送られたすべての⼿紙について，郵便局
の受領書のコピーを要求する．クラブはこのコピ
ーをファックス，電⼦メール，通常郵便で送るこ
とができるが，適切な期間内にそれをCFA セン
トラルオフィスが受理するよう⼿配することはク
ラブの責務である． 

 
 

e. 出陳者によって所有されているか，他の者に所有
されているかにかかわらず，その出陳者によって
出陳されたすべての猫についてこのルールは適⽤
される． 

 
        しかし，このことによってそのショーにおける他の

猫が得た公式のカウントや勝利には変更はない． 
 

第１４章 

出陳者の責務 
 

14.01 不正確なレジストレーションナンバー、レコーディン
グナンバーやカタログへのレジストレーションナン
バー、レコーディングナンバーの記載がないという
理由でセントラルオフィスに無効とされた勝利を復
活する，あるいはキツンや猫の記録が送付されなか
ったためにショーにおいて獲得した賞／ポイントを
受け取りたいという請求は，そのキツンや猫の正し
く記載された登録申請がショー開催⽇の21 ⽇前まで
にセントラルオフィスに到着した場合か、テンポラ
リーレジストレーションナンバーかレコーディング
ナンバーの申請書がショーパッケージに⼊っていた
場合のみ考慮される．正確に記載された登録申請ま
たはレコーディングナンバーの申請書は，猫の登録
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またはレコードに必要な情報をすべて含んだもので
あって，正しい申請料が同封されなければならず，
かつ登録における障害が存在しない場合である
（例，遺伝的に不可能な事例，リターのすべてのキ
ツンがすでに登録されている，など）．このような
猫の登録のための申請はショー終了の30 ⽇以内か，
ショーシーズンの最終週の翌⽉曜⽇か，いずれか早
い⽇にちまでにCFA セントラルオフィスに対してな
されなくてはならず，正しい猫のレジストレーショ
ンナンバー，ショーの名称，ショー⽇程，そして
CFA の現在の料⾦表にあるポイントの復活のための
申請料を伴わなければならない．HHPのそのような
要請はショーまたはリジョナル・ポイントの場合完
成の90⽇後にセントラルオフィスになされなければ
ならない、ショーシーズンの終わりの⽉曜⽇まで
に、猫の正しいレコーディングナンバーが含まれて
いる必要があり、名前と関連するショーの⽇付、ポ
イント回復のCFAの現在の価格リストに指定されて
いる料⾦を伴うこと。 

 
14.02 猫／キツンを⼀晩中ショーホールに置いてはならな

い． 

14.03 リングクラークとジャッジの許可なく，出陳者は感
染防⽌剤や消臭剤，他の液体をスプレーしてはならな
い． 

14.04 ベンチングエリアでの騒⾳を出す機器，たとえばヘ
アードライヤーや掃除機の使⽤は禁⽌である． 

14.05 ショー会場での交配は厳禁である．そのような⾏為
を⾏ったエントリーのオーナーは CFA 憲章第 15 条
第４項に抵触するものとして処罰される． 

14.06 上記に加えて、出陳者のさらなる責任が以下に記載
されている︓ 

      1.01, 1.03, 第 6章, 9.08.m, 10.02, 10.05-25, 
11.01-02, 11.07-09, 11.17-18, 11.38, 13.01-05, 
13.11, 26.01, 27.01-05, 28.01-08, 29.01-04, 
30.01, 第 31章から 34章,35.01-10, 第 36章, 
37.02-03 

 

第１５章 

エントリークラークの責務 
 

15.01 エントリークラークの責務は以下に記載されてい
る。 

 
      1.01, 1.03, 5.06, 6.09, 6.15-16, 6.24, 6.30-33, 

7.02-21, 9.02, 10.04, 10.07, 10.11, 10.22, 
10.27 

 

第１６章 

ショーマネージメント／ 

ショー作成委員会の責務 
 

16.01 ショーマネージメントは，ショーマネージャー，シ
ョーセクレタリー，ショーエントリークラーク，少な
くとも２名のショールールとショー進⾏に詳しい者を
含むショー委員会を選ばなくてはならない．もしショ
ーセクレタリーとショーエントリークラークが同じ⼈
の場合には，ショー委員会に３名を選ばなくてはなら
ない． 

 
      エントリークラークは，いかなる契約されたジャッジ

の住所，電話番号，その他いかなる連絡に関する情報
を共有する者であってはならない． 

 
      ショー実⾏クラブがメンバーではないプロのエントリ

ークラーク，エントリー団体を利⽤する場合には，ク
ラブはエントリークラークの替わりにショー委員会に
１⼈のクラブのメンバーをあてなければならない．プ
ロのエントリークラーク，エントリー団体がリストに
ある限りには，ショーライセンスにはこのことを反映
させなくてはならない． 

 
16.02 これらの役割の個⼈への指定は，ショーマネージメ

ント（スポンサークラブ）がこれらのショールールの
正しい執⾏の最終的な責任があることを免除するもの
ではない． 

 
16.03 ショーマネージメントは出陳者の猫／キツン，輸送

容器，その他の所有物に可能なすべての配慮をする
が，しかしこのことは特に以下のように規定される．
すなわちショーマネージメント，他のクラブメンバ
ー，ショー役員，ショーを主催あるいは指導するクラ
ブのいずれもその様な所有物の紛失や損害に責任を負
うことはない． 

 
16.04 提供する場合、クラブの責務は次の通り: 
 

a. 猫のアジリティの装置を提供すること 
 

b. 公認されたリングマスターCRM を提供するこ
と 

 
c. リングのスチュワードを提供すること 

 
d. テーブル，タオル，消毒剤を提供すること 

 
e. リングマスターの昼⾷を提供すること 

 
f. CRM の評価表を完成させ指定された者に送致

すること 
 
16.05 もしショーがライセンス後，あるいはジャッジとの

契約がサインされた後にキャンセルされた場合，ショ
ーマネージメントは直ちに契約したすべてのジャッ
ジ，リジョナルディレクター，セントラルオフィスに
通知しなくてはならない．（90 ⽇規定とウェスタン
ユニオンメールグラムが削除）インターナショナルデ
ィビジョンでショーがキャンセルされた場合、クラブ
は適切なインターナショナルディビジョンチアーに直
ちに通知しなければならない。 
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16.06上記に加えて、ショーマネージメントのさらなる責

任が以下に記載されている︓ 
 
      第 1章, 3.01-03, 3.06, 3.08-09, 3.13-14, 第 4

章, 5.01-04, 6.14, 6.24, 6.28-29, 7.05-20, 第 8
章, 9.01-04, 9.09, 10.04, 0.10-13, 10.20, 10.26, 
10.28, 11.03, 11.27-32, 11.35-37, 12.05, 
13.11, 35.05, 35.09, 35.11. 

 

第１７章 

ショー委員会の責務 
 

17.01 ショー委員会の責任が以下に記載されている︓ 
 
      第 1章, 3.01-03, 3.06, 3.08-09, 3.13-14, 第 4

章, 5.01-04, 6.26, 第 8章, 10.11, 10.24, 11.20, 
12.05, 21.04, 35.03, 35.05, 35.07, 35.09. 

 

第１８章 

ショーマネージャーの責務 
 

18.01 ショーマネージャーはショーセクレタリーあるいは
ショーエントリークラークに割り当てられた特定の業
務を除く，このルールに関するショー遂⾏に関するす
べての事項に責任を持つ．ショー委員会のメンバーと
してショーマネージャーはその委員会に割り当てられ
た業務に連帯責任を持つ． 

 
18.02上記に加えて、ショーマネージャーのさらなる責任

が以下に記載されている︓ 
 
      第 1章, 7.01, 第 9章, 10.10-14, 10.28, 11.04–

06, 12.06, 13.04-05, 35.03, 35.05-06, 35.09. 
 

第１９章 

ショーセクレタリーの責務 
 

19.01 ショーセクレタリーは任務につくジャッジに対して
⽤意される宿泊施設について，また空港，ショー会場
とホテルの可能な移動⼿段について助⾔しなくてはな
らない． 

 
19.02 ショーに先⽴ち，ショーセクレタリーはショー委員

会メンバーの緊急時の電話あるいは携帯電話の番号を
ジャッジに提⽰しなくてはならない．それはショー開
催中とショーの開始より前の⽇にショー委員会と連絡
できるようにするためである． 

 
19.03 ショーに先⽴ち，ショーセクレタリーはショー委員

会メンバーの緊急時の電話あるいは携帯電話番号をセ
ントラルオフィスに提⽰しなくてはならない．これは
ショー開催中と開催前における委員会メンバーとの連
絡ができるようにするためである． 

 

19.04 ショーセクレタリーのさらなる責任が以下に記載さ
れている︓ 

 
      第 1章, 3.15, 5.04-05, 9.11, 10.11, 10.21, 

13.06-09, 35.05, 35.09. 
 

第２０章 

会計の責務ーショーの支払い 
 

20.01 a. マスタークラークの機能（仕事，任務）を遂⾏す
る CFA ライセンスのあるクラークは，それぞれの審
査リングにおいてカタログエントリー１頭につき８セ
ントを補償される．CFA マスタークラークはそれぞ
れの審査リングにおいてカタログエントリー１頭につ
き 10 セントを補償される．1day ６リングショーに
おいては，クラブは２⼈のライセンスのあるマスター
クラークと契約するか，あるいは１⼈のライセンスの
あるマスタークラークともう１⼈はマスタークラーク
を補助するためにマスタークラークの資格を⽬指して
訓練中の公認クラークの２⼈と契約することが強く推
奨される．マスタークラークの最低補償額は週末あた
り 60 ドルか，1day ショーで 40 ドルである．（ベ
ストオブベストリングは補償されるべき追加リングと
はみなされない）⽀払いスケジュールは契約書（コン
トラクト）がサインされた⽇付における⾝分による．
コントラクトがない場合には，ショー初⽇のクラーク
の⾝分による．チーフリングクラークの機能任務を遂
⾏する CFA ライセンスクラークは以下のようにエン
トリーに応じて補償される、または補償の代わりに、
クラークはショーに無料で参加することができる。 

 
      150 エントリー以下  週末あたり 30 ドル 
      151-250 エントリー  週末あたり 45 ドル 
      251-350 エントリー  週末あたり 60 ドル 
      351-450 エントリー  週末あたり 75 ドル 
      1day ショーで 
      １〜 4 リングのショー         35 ドル 
      225 Back to Backショー  
                          1 ⽇あたり 40 ドル 
      1day ６リングショー           45 ドル 
 
      注意︓これらの⾦額は最低額であり，クラークとの交

渉でより⾼額を⽀払うことができる． 
 
      コントラクトを交わすことが推奨される． 
 

        b. クラーキングフィー（クラーク謝⾦）は任務が完
了してクラークがショー会場を離れる前に⽀払わな
くてはならない．別に合意がない限り，⽀払いは⽶
国通貨で⽀払われなくてはならない． 

 
        c. もし他国の通貨が含まれる場合は，クラブとクラ

ークとの間で事前の合意とコントラクトを推奨す
る． 

 
20.02 それぞれのジャッジは経費と審査料を審査終了後に

ショー会場をはなれるまでに⽶国通貨で⽀払わなくて
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はならない．もしジャッジとクラブによって書⾯で合
意されれば，⽶国通貨と同⼀の価値を持つ開催国の通
貨を⽤いることができる． 

 
20.03 審査料は以下の通りである: 
 

a. アプルーブドジャッジ(AP)は予定されている有
料エントリー１頭につき 1.25 ドルを受け取る．
最低保証額はない． 
 

b. アプルーバルペンディング(APP)ジャッジは予定
されている有料エントリー１頭につき 0.80 ドル
を受け取る．最低保証額はない． 

 
c. アパレンティスジャッジ(APT)は予定されている

有料エントリー１頭につき 0.50 ドルを受け取
る．最低保証額はない． 
 

d. アプルーバルペンディングオールブリード(APP-
AB)ジャッジがスペシャリティジャッジとして審
査する時はアプルーブドジャッジとして⽀払わ
れ，オールブリードジャッジとして審査する時に
は，予定されている有料エントリー１頭につき
0.90 ドル⽀払われる．最低保証額はない． 
 

e. ハウスホールドペットショーにおいて審査をする
ジャッジは双⽅のスペシャリティの最⾼位のもの
と同じレートで保証される． 
 

f. トレイニージャッジは審査料を受け取ることはな
いが，ハウスホールドペットショーで審査する時
は，旅⾏代⾦（20.04 参照）を⽀払われる． 
 

g. ベストオブザベスト審査料は以下の通り︓キツン
20 ドル，プレミアシップ 10 ドル，チャンピオ
ンシップ 60 ドル，ハウスホールドペット 10 ド
ル，これらの料⾦はクラブとジャッジ間で協議し
てもよい． 

 
 

20.04 ジャッジの⽀出 
 

a. ステイタスを問わず，すべてのジャッジとハウス
ホールドペットクラスを審査するトレイニーは，
旅費（交通費，ホテル，⾷事，タクシー，空港か
らの移動，駐⾞料⾦，チップ）を実際に⽀払った
範囲内で保証される． 
 

b. 元の契約時に書⾯でクラブは特に合意した場合を
除いて，旅費は以下を超えるものではない． 
 
1. 運転している場合、現在の IRS承認済み⼿
当、または適切な払い戻し不可の事前購⼊のメイ
ンキャビンまたはエコノミークラスの航空運賃の
いずれか安い⽅。 
 
2. ⾶⾏機で旅⾏する場合、払い戻し不可のメイ
ンキャビンまたはエコノミークラスの航空運賃。

契約の承諾時に別段の指⽰がない限り、ジャッジ
は返⾦不可の前売りチケットを購⼊しようとしま
す。クラブがジャッジに払い戻し可能なチケット
（通常はより⾼額）の購⼊を希望する場合はジャ
ッジが契約を受け⼊れる前にこれを伝えなければ
ならない。ジャッジはベーシックエコノミー／ス
ーパーセーバーチケットを使⽤して⾶⾏する必要
はない。注︓クラブはジャッジが希望の航空会社
を利⽤するために⼤幅な追加料⾦を⽀払う必要は
ないが、ジャッジがステータスを保持している航
空会社を利⽤すると、予期しない遅延が発⽣した
場合や、旅⾏中に預け⼊れた荷物や⾷べ物をジャ
ッジやクラブに無料で提供できることを認識して
おくべきである。クラブまたはジャッジからの懸
念や要件は、契約の申し出時に話し合われる必要
がある。 
 

c. クラブがショーをキャンセルした場合、次の場合
を除いて、すでに購⼊した航空券の払い戻し不可
運賃でも 14⽇以内にジャッジに⽀払われなけれ
ばならない。 
 
1. ジャッジはチケットをキャンセルして全額を
払い戻すことができた場合（払い戻し可能なチケ
ット、または航空会社のキャンセル期限まで）。 
 
2. ジャッジの裁量により、ジャッジは別のチケ
ットに運賃を振り替えることができた場合。その
後、クラブはジャッジがクラブに変更を通知して
から 14⽇以内に、航空会社から請求された罰⾦
または変更⼿数料を払い戻す責任がある。 
 

d. クラブが航空運賃をジャッジに⽀払った後、ジャ
ッジがショーの契約をキャンセルした場合、ジャ
ッジは、クラブから⽀払われた全額をキャンセル
の通知から 21 ⽇以内にできるだけ早くクラブに
払い戻さなければならない。 

 
e. 居住する国の外でのショーで審査することを契約

したジャッジは、ライセンスされた契約クラブか
らショーに先⽴って航空券を発券する前に、航空
券のための換⾦可能な⽀払いを受け取る必要があ
る。この過程に従わないジャッジは⾃らのリスク
で購⼊しなければならない。CFA は代⾦を⽀払
っていないチケットに対してジャッジに補償する
責任はない。ただしこのルールは⽶国、カナダ、
メキシコまたはジャッジが住んでいる国、第９リ
ジョンの間を旅⾏するジャッジには適⽤されな
い。 

 
20.05 クラブは、ジャッジの審査開始前、審査完了後の

晩、およびその間の各夜間に、各ジャッジにホテルの
宿泊施設を提供する必要がある。ジャッジが出発空港
から到着空港まで 2800 マイル(約 4500km)以上を
移動するショーの場合、クラブは審査開始前の２泊と
終了後の晩の宿泊を提供する必要がある。［神の⼿］
による嵐（雹や雪）の場合，それがクラブの責任が終
わった後，ジャッジが⾃宅に帰れなくなった際，ジャ

36



©2020 The Cat Fanciers' Association, Inc.®  Show Rules (2020-2021) 

ッジは CFA セントラルオフィスに宿と⾷事費⽤を箇
条書きにして，補償請求できる． 

 
      クラブはホテル宿泊を提供しなくてはならない．もし

必要なら，国外あるいはゲストジャッジについて連続
した週末のショーの間，もしジャッジがショーホテル
にとどまらず，契約したショーの時間に他の場所へ旅
⾏する場合，ジャッジによってチャージされたショー
ホテルは⽀払われず，それは，クラブによって補償さ
れる理由ある⾷事についても同様である．（複数の）
クラブがジャッジを個別に契約していた場合、費⽤は
それ以上⼤きく発⽣しない。 

 
20.06 審査料と経費はいかなる CFA ライセンスショーに

も適⽤される．キツンマッチ，プレミアシップショ
ー，ベテランクラスショー，ハウスホールドペットシ
ョー，あるいはいかなるそれらの組み合わせのショ
ー． 

 
20.07 適⽤できる料⾦は，ショー初⽇のジャッジのステイ

タスによって決定される． 
 
20.08 ジャッジが契約にサインした後，居住地域を移動し

た場合，あるいは居住地以外の場所から旅⾏する場
合，契約したクラブとの合意のない限り，ジャッジが
契約書にサインした時点において適⽤されたであろう
そのジャッジの旅費の合計以上⽀払われることはな
い．ジャッジは居住地域を移動した時には，このこと
がわかったら直ちにクラブに通知しなくてはならな
い．またクラブは受領 15 ⽇以内にそのジャッジに追
加の旅費を⽀払うかどうかの決定を通知しなければな
らない．もしクラブが追加旅費の⽀払いに同意しない
場合，契約の解除となり，その場合，ジャッジは他の
クラブと契約することができる． 

 
20.09 会計の責任が以下に記載されている︓ 
 
      第 1章, 4.02, 10.11, 13.11, 35.09. 
 

第２１章 

ジャッジの責務 
 
21.01 ジャッジはそのジャッジが審査するショーに、エン

トリーに対して輸送したり、輸送を管理指導したり、
いずれにしても個⼈的にその猫／キツンを認識したり
してはならない。ジャッジはそのジャッジのリングに
猫を出陳しない出陳者とショーに出かけることができ
る。ジャッジは⾃分が任務に就くショーに猫をエント
リーしている出陳者とともに、ショーへの旅⾏をして
はならない。例えば出陳者がそのジャッジのリングに
猫を出すかもしれなく、推奨されることではないが、
出陳者の⾞を⽤いての空港からホテル、あるいはショ
ー会場での移動は本ルールの違反とはみなされない。
ただし、⾞がショーマネージメントから提供されたも
のであり（他に選択肢がない場合）出陳者にジャッジ
を運ぶよう指⽰された場合である。このような場合，
出陳者の出陳猫は⾞の後部に置かれ。ジャッジから離

れたところで，出陳猫が⾒えないようにカバーをされ
るかスクリーンで遮られていなくてはならない。 

 
      もしジャッジが契約したショーに出発する際，猫／キ

ツンを運搬することを選んだ場合，そうする前にジャ
ッジは発送⼈（ブリーダー／オーナー）と購⼊者（オ
ーナー／借受⼈）の間の書⾯での合意を確保しなけれ
ばならない．その合意はその猫／キツンがその週末に
そのジャッジが審査をするショーに出陳されないこと
である．ジャッジはなんびとに対しても猫／キツンを
運搬するのを断らなければならないということを理解
する必要がある． 

 
21.02 a. ジャッジは審査を⾏うショーにエントリーしては

ならないが，展⽰のみにはエントリーしてもよい．こ
の制限はハウスホールドペットあるいはベテランのみ
を審査するジャッジのエントリーには適⽤されない． 

 
      b. ジャッジは協会に関係なく同⼀週末，同⼀場所で

審査と出陳をすることはできない。 
 
      c. アプルーブドシングルスペシャリティジャッジは

2day ショーの１⽇審査をし，他の⽇はカラークラス
（トレイニー）を⾏ってもよい．そのような場合，ジ
ャッジへのショーカタログはショー終了までマスター
クラークが保持する． 

 
      d. ジャッジはジャッジの直接の家族，すなわち⽗

⺟，兄弟姉妹，⼦，養⼦，養⽗⺟，それらの義理の関
係を含む家族の所有，共同所有の猫の審査をしてはな
らない．もし家族が審査するジャッジと同居してない
場合には，その猫は他のすべてのリングで審査される
（6.09, 6.10 参照）． 

 
21.03 CFA ジャッジングプログラムにいかなる範囲におい

てであっても参加しているいかなる者も、その者がオ
ーナーとして登録されている猫／キツン以外の猫／キ
ツンをエージェントしたり、あるいは審査リングへ猫
／キツンを出したりしてはならない。例外はシングル
スペシャリティジャッジとシングルスペシャリティト
レイニーがもうひとつのスペシャリティのエージェン
トとなる場合である。 

 
21.04 ジャッジはすべてのジャッジの業務が完了し，完全

なセットのカラークラスシートとファイナルショート
をマスタークラークへ渡すまでは，ショーカタログに
接してはならない．マスタークラークはファイナルシ
ートのメカニックの正確さをチェックし，サインす
る．ジャッジはこれらの要件が満たされるまではショ
ーホールにとどまらなければならず，満たされたなら
カタログを受け取り，ショー会場を去ることができ
る．ショー委員会はジャッジの⾶⾏機の予定に間に合
うように，ジャッジに負担を強いない様，ジャッジの
ファイナルが完了した後，可能な限り早くジャッジの
ファイナルシートの正確さを確認する（12.01,  
12.18 参照）． 
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21.05 いかなるジャッジもトレイニーもクラブあるいは他
のジャッジからの審査の約束を懇請してはならない．
何らかのショーでその⼈物が審査することを考慮する
ことが誘因となる様な，エントリーの確保，クラブへ
の寄付，あるいは審査料を減額のような，いかなる約
束や暗⽰的な約束もなされてはならない．ジャッジは
審査を⾏ういかなるショーへのエントリーも依頼して
はならない． 

 
21.06 いかなるショーにおいてもジャッジはそのジャッジ

のリングでないいかなる審査リングにおいて審査開始
前あるいは終了後であっても，出陳猫について審査し
たりコメントしてはならない． 

 
21.07 ジャッジは他のジャッジのクラークとして働くこと

はできないが，マスタークラークとして働くことはで
きる（9.09 c 参照）。シングルスペシャリティジャッ
ジはライセンスのない⽅のカテゴリーにおけるリング
のクラークをできる。シングルスペシャリティトレイ
ニーはすべての資格のクラークをしてよい。 

 
21.08 審査しているジャッジは，マスタークラーク，アシ

スタントマスタークラークの業務を⾏ってはならな
い． 

 
21.09 CFA ⼤使として，経験のあるジャッジが業務のため

に適切な⽅法で盛装する．したがって，メンバークラ
ブはジャッジの服装を契約条件として取り決めてはな
らない． 

 
21.10 審査任務に就いているジャッジはいかなる物品の販

売もしてはならない． 
 
21.11 CFA理事会は、ジャッジが審査の任務および/または

ショーに出席する能⼒を継続できるかどうかについて
検証可能な懸念がある場合、CFA理事会は時間が許
す場合、CFA理事会は︓ 

 
a. ジャッジが既存のアサイメントを履⾏するか、ま

たは新しいアサイメントを受け⼊れる前に、治療
する医師による医学的許可を提供し、確認するこ
とを要請する。 

 
b. そのような医学的許可が提供され、確認されるま

で、そのジャッジをリーブ・オブ・アブセンス
（医療休暇）にする。 

 
ショーおよび関連する旅⾏の⼿配をキャンセルする責
任は、依然としてジャッジの義務であり、引き受ける
必要がある。 

 
21.12上記に加えて、ジャッジのさらなる責任が以下に記

載されている︓ 
 

        1.01, 1.03, 3.02, 3.04-05, 3.07-12, 3.14, 6.09-
10, 10.11, 10-22, 11.01-03, 11.08-10, 11.12, 
11.16, 11.18-24, 11.26-35, 11.37, 12.01-04, 
12.15, 14.03, 35.04-05, 35.07-09. 

 

第２２章 

チーフリングクラークの責務 
 

22.01 チーフリングクラークの責任が以下に記載されてい
る︓ 

 
      1.01, 1.03, 10.11, 11.11-15, 11.17, 

1.25, 12.01-03, 12.07-11, 35.05 and 35.09. 
 

第２３章 

マスタークラークの責務 
 

23.01 2day ショーの 2 ⽇⽬の審査開始前に，マスターク
ラークは各リングに競技によってトランスファーした
エントリーのカタログ番号のリストを配布しなければ
ならない． 

 
23.02上記に加えて、マスタークラークのさらなる責任が

以下に記載されている︓ 
 
      1.01, 1.03, 10.11, 10.22-23, 12.01, 12.03, 

12.06, 12.12-19, 13.06-07, 21.04, 28.06, 
35.09. 

 

第２４章 

サーティファイドリングマスター

の責務（アジリティが行われる場

合） 
 

24.01 a. 公認リングマスターは審判を務めるリングに責務
を負っており，障害物の配置に責任がある． 

 
      b. 審判を務める CRM は審査競技に出陳したい場合

には，エージェントを依頼しなくてはならない．もし
CRMが２⼈以上の場合は，⼀⼈が別のクラスに出陳
するためにリングを離れてよい． 

 
      c. 審判を務める CRM は⾃分の猫を出陳したり，ナ

ショナル，リジョナル、ディビジョナルのアジリティ
のスコアリングに参加できるが，⾃分が審査するショ
ーで賞を得るために競技することはできない． 

 
      d. いかなる時も，猫の餌やおやつをリングで与える

ことは許されない． 
 
      e. ⾛⾏時間中，ハンドラーは猫に触ることはできな

い． 
 
      f. CRM は CFA フェラインアジリティ競技申告フォ

ームブランクを提供し，アジリティ競技者 AC タイ
トルをその猫に認定するため，記⼊されたフォームに
サインしなければならない．また，加えて申告フォー
ムはショーカタログ上に印刷されてよい． 
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      g. CRM はアジリティリングマスターのスコアーシー

トを記⼊しなければならない，また，ショーパッケー
ジに添付するためにマスタークラークへ１枚⽬のコピ
ーを提出しなければならない．リングマスターはスコ
アーシートの２枚⽬のコピーを保持し、徴収した⼿数
料と⼀緒にショーマージャーにスコアーシートの３枚
⽬のコピーを提出しなければならない。 

 
      h. それぞれの CRM は認定を受けるために，毎年の

テストを受験し，合格しなくてはならない．テストは
CFA のリングマスターとトレーニングのコーディネ
ーターによって管理される． 

 
      i. それぞれの CRM は認定を受けるために，毎年のテ

ストを受験し，合格しなくてはならない．テストは
CFA のリングマスターとトレーニングのコーディネ
ーターによって管理される． 

 
24.02上記に加えて、チーフリングマスターのさらなる責

任が以下に記載されている︓ 
 
      1.01, 1.03, 9.12-13, 35.09, 37.04. 
 

第２５章 

CFA セントラルオフィス 

スタッフの責務 
 

25.01 ジャッジブック，エントリーフォーム，ショールー
ルのコピーはショーセクレタリーあるいはエントリー
クラークのいずれか，ショーライセンス申請書記載に
したがってショー開催の約４ヶ⽉前に送付される．追
加は現在の料⾦によって注⽂できる． 

 
25.02上記に加えて、セントラルオフィス・スタッフのさ

らなる責任が以下に記載されている︓ 
 
      4.03-04, 4.06-08, 6.16, 6.23, 11.23-24, 12.06, 

12.15, 13.10-11, 26.01, 第 27章〜29章, 35.01, 
35.02,第 36章. 

 

第２６章 

タイトルの取得とスコアー  

- アジリティ 
 

猫のアジリティコンテストの⽬的は、猫が運動能⼒を発揮で
きる場所を提供することにより、キャットショーを強化する
ことである。彼らはコースを⾛破する際のスピードと正確さ
で審査される。 
 
26.01 a. CFA フェラインアジリティにおいて競技し，下記

の c.以下に記述された要件を完成させた猫は，最初
の CFA-FAC タイトル確認の資格を得るとともに，以
降のタイトルのためにスコアされる．アジリティ競技
猫のタイトル申請者は，それぞれがリングマスターの

サインのある公式の CFA フェラインアジリティ競技
申請フォームを，アジリティにベンチングする次のシ
ョーの前までに，現在の料⾦とともに，セントラルオ
フィスに郵送するか，マスタークラークに提出する
か，ファックスしなければならない．最新の料⾦表を
確認すること． 

 
      b. アジリティコンペティターAC のタイトルのみ

は，確認申請をしなければならない．以降のタイトル
は，要件を完成すれば⾃動的に表彰される． 

 
      c. アジリティコンペティター︓(AC) このタイトル

はスタンダードな 10 種障害 CFA アジリティコース
を 270 秒以内にエラーなしで⾛⾏完了した猫に与え
られる． 

 
      d. アジリティウィナー︓(AW) このタイトルはアジ

リティコンペティターのタイトルをすでに獲得した猫
が，スタンダードな 10 種障害 CFA アジリティコー
スを 270 秒以内にエラーなしで⾛⾏完了し，少なく
とも２回の異なった CFA 猫アジリティ競技で少なく
とも 500 ポイントを獲得した時に与えられる． 

 
      e. アジリティマスター︓(AM) このタイトルはすで

にアジリティウィナーのタイトルを持った猫で，スタ
ンダードな 10 種障害 CFA アジリティコースを 270 
秒以内にエラーなしで⾛⾏完了し，少なくとも 2000 
ポイントを獲得した時与えられる． 

 
26.02 競技中のオモチャ 

 
a. レーザーライトは許可されるが、アジリティの枠
内のみに限られる。 
 
b.どんな猫のおもちゃでも許される。 

 
26.03 アジリティのハンドラーはヒールの低い靴を履か

なければならない。 
 
a. ハンドラーと猫が⾁⾝体的にコースを⾛らせるこ
とができるようにすることは、ハンドラーの責任であ
る。 

 
26.04 スコアリング 
  

a. ⼀回の最⼤持ち時間は 4分 30秒である。 
 

b. ⾛破タイムは 100 分の 1秒で四捨五⼊したものと
する。 
 
c. タイムは、猫の最初の⾜が最初の障害物に触れた
ときから開始され、最後の障害物を超えたとき最初
の⾜が床に触れたときに終了する。 
 
d. 猫は、反時計回りに⾛っている間に障害物を完了
するごとに 15 ポイントを獲得する。制限時間内（4
分 30秒）にすべての障害物を順番にクリアした猫に
はボーナスポイントが加算される。 
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e. ボーナスは、許可された最⼤時間から猫の実際の
時間を差し引いて計算され、そして、すべての障害
物を完了した場合さらに 150 ポイントに追加され
る。 
 

f. トータルスコアーは、1つのショーの 3回のベス
トスコアーである。引き分けの場合、関係する猫は
勝者を決定するために決勝戦を与えられる。 

 

第２７章 

タイトルの取得 –  

チャンピオン／プレミア 
 
27.01 チャンピオンシップ，プレミアシップのタイトルを

取れると認識されるそれぞれのカラークラスで，すべ
てのタイプのリング，すなわちオールブリード，ロン
グヘアー／ショートヘアースペシャリティー，あるい
はブリードスペシャリティーリングなどで，ジャッジ
が猫を失格にしたり，カラー間違いなどによって賞を
保留しないかぎり，その競技リングをすべてのオープ
ンの猫の「クオリファイリング」として，使⽤でき
る． 

 
27.02申請するウィナースリボンあるいはクオリファイリ

ングは同じカラー，場合によっては同じパターンの猫
（スフィンクスを除く，この種においてはカラーやパ
ターンの記述は記載されない）との競技によって得ら
れ，登録された正しい猫名の下で得られなければなら
ない．猫のレジストレーションナンバーはカタログに
印刷されていなければならない．ショー・カタログの
オーナーは登録されたオーナーでなくてはならない．
これは 4.08 項の規定による．チャンピオンシップで
の勝利はプレミアシップの記録へトランスファーする
ことはできない．しかし，チャンピオンシップで競技
して得たタイトルは保持される． 

 
27.03 a. 少なくとも４⼈の異なるジャッジの下で得た６つ

のクオリファイリングがチャンピオン，プレミアのタ
イトルの確認のために必要である．ハワイ，メキシ
コ，中央アメリカ，南アメリカ，イギリス、アイルラ
ンド、カナダ南東部の沿海州（New Brunswick, 
Newfoundland, Novascotia, および Prince Edward 
島）においては，少なくとも３⼈の異なるジャッジか
ら獲得した４つのクオリファイリングが必要である．
ロシア（ウラル⼭脈の東側），およびアジア（⽇本を
除く）に居住して競技する猫は，チャンピオンシッ
プ，プレミアシップの確認のために，少なくとも２⼈
の異なるジャッジから獲得した４つのクオリファイリ
ングが必要である。 

 
      b. 2011 年５⽉１⽇までに得たウィナースリボン，

あるいはノービスのウィナースリボンは，相当するチ
ャンピオンシップ／プレミアシップのカラークラスに
おける同じ数のクオリファイリングの要件を満たす． 

 

      c. グランドチャンピオンあるいはグランドプレミア
として競技する前に，オープンの猫は，チャンピオン
あるいはプレミアのすべての要件を満たさなければな
らない． 

 
27.04 チャンピオン確認申請がなされた猫は，申請された

カラーとパターンが正しく登録されていなければなら
ない．異なるカラー／パターンの登録において，カラ
ー／パターンの修正申請がチャンピオン確認申請前
か，あるいは申請と同時に提出されなければならな
い．修正申請のための費⽤も送付されなければならな
い． 

 
27.05 a. チャンピオンあるいはプレミアの確認申請は公式

の CFA Championship Claim Form （ チャンピオ
ン確認申請フォーム）に記⼊し，その猫が出場する次
のショーの初⽇以前に CFA セントラルオフィスに発
送されなければならないか，CFA ウェブサイトでオ
ンライン確認申請を完了しなくてはならないか，ある
いはショーマスタークラークに提出されなければなら
ない．CFA チャンピオン確認申請フォームはクオリ
ファイリング得たショーについての以下の情報を含ん
でなくてはならない︔ショーの名前，開催年⽉⽇，ク
オリファイリングを得たそれぞれのリングのジャッジ
名，そして，適切な申請料を伴っていなければならな
い．申請料は最新の料⾦表を参照すること． 

 
      b. チャンピオン／プレミアの要件のために競技した

猫については，チャンピオン確認申請フォームと料⾦
を CFA のショー記録パッケージに同封するために，
マスタークラークに提出してよい． 

 
 C. ブロンズ、シルバー、またはゴールドのチャンピ

オン／プレミア申請は、CFA Webサイトで⼊⼿でき
る確認フォームを送信することにより⾏うことができ
る。適⽤される料⾦については、現在の価格表を参
照。 

 
27.06 チャンピオン／プレミアクラスに参加資格のある

猫は、ブロンズ、シルバー、ゴールドレベルのチャン
ピオン／プレミアは、グランドチャンピオン／グラン
ドプレミアのタイトルを同時に競う。猫は、オールブ
リード、ロングヘアー／ショートヘアーのスペシャリ
ティ等どのタイプのリングでも、ブロンズ、シルバ
ー、ゴールドレベルのチャンピオン／プレミアポイン
トに向けてポイントを獲得できる。ポイントは、ルー
ル 28.02 および 28.03に記載されているものと同じ
値および割合で獲得される。 

 
 a. ブロンズ、シルバー、またはゴールドのチャンピ

オン／プレミアタイトルを獲得するには、猫がベスト
チャンピオン／プレミア、セカンドベストチャンピオ
ン/プレミア、サードベストチャンピオンのいずれか
1つ以上の表彰、またはスペシャリティ、オールブリ
ードのファイナルで 15位以内を獲得している必要が
ある。 
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 b. ブロンズチャンピオンには 50 グランドポイン
ト、シルバーチャンピオンには 100 グランドポイン
ト、ゴールドチャンピオンには 150 グランドポイン
トが必要である。 
ブロンズプレミアには 20 グランドポイント、シルバ
ープレミアには 40 グランドポイント、ゴールドプレ
ミアには 60 グラントポイントが必要である。 

 

第２８章 

タイトルの取得 – グランド 
 

28.01 チャンピオン，プレミアを達成した猫のグランドポ
イントはセントラルオフィスがチャンピオン確認申請
フォームと申請料を受け取って，チャンピオン／プレ
ミアの要件を満たすことが確認されるまでは公式記録
に加えられない．⼀時的なレジストレーションナンバ
ーでポイントを獲得した場合には，猫が恒久的なレジ
ストレーションナンバーを得るまで獲得したポイント
は公式記録に加えられない． 

       
      以下のケースは、そのチャンピオンやプレミアのタイ

トルのために必要な資格リングのすべてを獲得してい
る猫に適⽤される。しかし、ノークレームフォーム
（チャンピオン/プレミア）は、セントラルオフィス
で受取っていないとする︓ 

 
a. 請求書は次の 3つの⽅法を提出することができ

る。 
 

1) オンラインで（チャンピオン、プレミアの）
リクエストを完了し、オンラインで料⾦を⽀
払う。 

2) 申請フォームに記⼊し、それをセントラルオ
フィスに郵送する 

3) 請求フォームに記⼊し、その後のショーでセ
ントラルオフィスに送られるショーパッケー
ジに含んで貰えるようマスタークラークにそ
れを提供する。 

 
b. 猫がチャンピオンまたはプリミアのタイトルの必

要条件を完成した状況で、しかし、まだ適切なタ
イトルの申請フォームを作成してない。グランド
ポイントまたはリジョナル／ディビジョナル／ナ
ショナルアワードで得られるポイントは保留中の
状態にあり猫がグランドへ向かっても、リジョナ
ル／ディビジョナル／ナショナルアワードで獲得
したポイントもセントラルオフィスによって申請
フォームと適切な料⾦が受領されるまでカウント
されない。ショーシーズン終了時点、申請書およ
び料⾦は、そのシーズンにリジョナル／ディビジ
ョナル／ナショナルに猫の記録をクレジットさせ
るためにシーズン最後のショーの週末の後、遅く
とも⼀週間以内に届いてなければならない。 

 
c. その猫は最後のリングを獲得しているショーの最

終⽇から 45 ⽇後には、セントラルオフィスは、
猫がまだチャンピオンあるいはプレミアとして確

認されていないことに注⽬して、そのショーのレ
コードの所有者に電⼦メールで、電⼦メールが無
い場合は郵送で通知を送付する。その通知には料
⾦表の CFA リストに指定されている遅延⼿数料
にたいするステートメントが含まれており、通常
の請求料⾦に加えて提出しなければならない︓適
切な申請フォームがその通知の⽇から 45 ⽇以内
に提出されていない場合は、猫が獲得している可
能性があるいかなるグランドポイントまたはリジ
ョナル/グローバルアワードポイントは、その最
後のショーのリング以降獲得ものは没収される。
申請フォームがその後完了したとしても没収され
たポイントは復元されない。 

 
d. 申請フォーム料と延滞⼿数料の両⽅の⽀払いと完
成した申請フォームがファイルされたというセン
トラルオフィスによって送信される通知を所有者
は 45 ⽇を持っています。それは 45 ⽇以内に完
了した場合、すべての点は猫がオープンとして出
陳しながら稼いだいかなるグランドポイントを含
む、最後の予選リングを獲得した⽇から猫に（グ
ランドポイントとリジョナル/グローバルアワー
ドポイント）を獲得し猫に加算される。 

 
e. セントラルオフィスが所有者へ通知してから 45

⽇が経過し、ノークレームフォームがその猫のた
めに提出されていない場合、セントラルオフィス
は、その猫が獲得したすべてのグランドポイント
とファイナルのリングも没収されて得られた後に
出陳したショーで獲得したすべてのリジョナル／
グローバルアワードのポイントが無効になる。 

 
f. 猫はその資格リングを保持し、所有者はその後、
申請料、遅延⼿数料を⽀払いチャンピオンあるい
はプレミアタイトルを確認するために、完成した
申請書を提出することができます。申請書が提出
された後の猫は、任意のショーでグランドポイン
トとリジョナル／グローバルアワードのポイント
を獲得することが出来る。しかし、先に没収され
たグランドポイントとリジョナル／グローバルア
ワードポイントは復元されない。 

 
28.02 チャンピオンあるいはプレミアクラスに出陳する資

格があって，出陳されている猫は，オールブリードリ
ング，ロングヘアー／ショートヘアー，ブリードスペ
シャリティーなど，すべてのリングでグランドポイン
トのために以下の通りに競技する． 

 
a. 中国以外の地域、すなわちリジョン１〜９および

インターナショナル・ディビジョン（⾹港とマカ
オの特別⾏政区域を含む）で開催されるショーで
は、チャンピオン、プレミアの最⾼位の猫は他の
敗れたベンチドチャンピオンあるいはベンチドプ
レミアからそれぞれ１ポイントを得る。 
中国のショーで競うチャンピオン/プレミアで
は、チャンピオン、プレミアの最⾼位の猫は最低
でもリングの 80％に存在していた敗れたベンチ
ドチャンピオンあるいはベンチドプレミアからそ
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れぞれ１ポイントを得る。不⼗分なメリット
(N/A IM)やコンディション(N/A Cond)のため
に、賞を授与されず、猫が失格になっていない限
り、中国では猫は存在していたとみなされる（規
則 11.23,11.24参照）。猫の賞が間違った⾊
(W/C)以外の理由で保留されている場合は、その
リングではアブセントとみなされる。要件の
80％を確認するには、次の表を参照の事。 

 

開催リング数 必要リング数 

1 Ring 1 Ring 

2 Rings 2 Rings 

3 Rings 3 Rings 

4 Rings 4 Rings 

5 Rings 4 Rings 

6 Rings 5 Rings 

7 Rings 6 Rings 

8 Rings 7 Rings 

9 Rings 8 Rings 

10 Rings 8 Rings 

 

中国で開催されているいかなるショーでも開催され
ているリングの数に基づいて表に指定された数のリ
ングには存在しない猫は、公式のチャンピオン/プ
レミアカウントを決定するためのショーで競争した
ものとしてカウントされない。しかし、これらの猫
がリングで獲得したグランドポイントは、その猫の
記録に残る。 
 
チャンピオン，プレミアの中で２位の猫は最⾼位の
チャンピオン，プレミア猫の受賞ポイントの 90 ％
を得る．３位は 80 ％，４位は 70 ％，５位は
60 ％を得る。トップ 15 のファイナルの中で 11
匹以上の猫がチャンピオンである場合、そのファイ
ナル内で 11位から 15位のベストチャンピオンを
獲得したチャンピオンは、最⾼順位のチャンピオン
に与えられたポイントの 5％を受け取る。すべてに
おいて，⼩数点以下は四捨五⼊される。 

 
b. ベストチャンピオンあるいはベストプレミアは

28.02aの表に基づいて敗れたオープン／チャン
ピオン、オープン／プレミアの猫から１ポイント
ずつを得る。 
 

c. セカンドベストチャンピオン，プレミアは，ベス
トチャンピオン，プレミアの得点の 90 ％を得
る．サードベストチャンピオンはベストチャンピ
オンの 80 ％を得る． 
 

d. オールブリードリングにおけるベストロングヘア
ーチャンピオン，ベストショートヘアーチャンピ
オンは 28.02aの表に基づいてそれぞれのスペシ
ャリティ（⻑短）の敗れたオープン／チャンピオ
ンから１ポイントずつ得点する． 
 

e. オールブリードリングでのセカンドベストロング
ヘアーチャンピオン，セカンドベストショートヘ
アーチャンピオンは，ベストロングヘアーチャン
ピオン，ベストショートヘアーチャンピオンの

90 ％を得る．サードベストロングヘアーチャン
ピオン，サードベストショートヘアーチャンピオ
ンはベストロングヘアーチャンピオン，ベストシ
ョートヘアーチャンピオンの 80％のポイントを
得る． 
 

f. オールブリードリングでのベストロングヘアープ
レミア，ベストショートヘアープレミアはそれぞ
れの敗れたプレミアから１ポイントを得る． 
 

g. オールブリードリングでのセカンドベストロング
ヘアープレミアとセカンドベストショートヘアー
プレミアは，ベストロングヘアー，ベストショー
トヘアープレミアのそれぞれ 90 ％のポイントを
得る． 

 
28.03 ブリードおよびディビジョンでのポイント 
 

a. 現在のチャンピオンシップ，プレミアシップに競
技が認められているブリード／ディビジョン
（30.01 参照）におけるベストチャンピオン／
プレミアは，28.02aの表に基づいてブリード／
ディビジョン内の敗れたチャンピオン／プレミア
からそれぞれグランドポイントを１ポイント得
る． 
 

b. すべての場合において，１頭のエントリーがひと
つのリングで得ることのできるポイントは，得点
の最も⾼いポイントのみである． 

 
28.04 a. 猫はグランドチャンピオン，グランドプレミアの

資格を得るために，少なくともベストチャンピオン／
プレミア，セカンドベストチャンピオン／プレミア，
サードベストチャンピオン，あるいは CFA スペシャ
リティあるいはオールブリードのファイナルでのベス

トから 15 位のベストに入らなくてはならない． 

 

      b. 第１リジョンから第９リジョンまで，グランドチ
ャンピオンとなるためには 200，グランドプレミア
となるためには 75 ポイント（グランドポイント）が
必要である．例外は，カナダ南東部の沿海州，イギリ
ス、アイルランド、マルタ，ウクライナ，ハワイ，ロ
シア（ウラル⼭脈の東側）およびインターナショナル
ディビジョンである。ハワイ，マルタ，ウラル⼭脈の
東側のロシア，インターナショナルディビジョン（た
だし⾹港，中国，マレーシア，タイ，台湾、インドネ
シアを除く）、イギリス、アイルランドおよびカナダ
南東部沿海州においてはグランドチャンピオンには
75 ポイント，グランドプレミアには 25 ポイントが
必要である．台湾はグランドチャンピオンには 90 ポ
イントが必要であり、グランドプレミアには 40 ポイ
ントが必要である．⾹港，マレーシア，タイおよびイ
ンドネシアではグランドチャンピオンには 125 ポイ
ントが必要である．ウクライナと中国ではグランドチ
ャンピオンには 200 ポイントが必要である．中国と
⾹港ではグランドプレミアには 75 ポイントが必要で
ある．マレーシアにおいては，グランドプレミアには
50 ポイントが必要である．タイ，インドネシアでは
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グランドプレミアには 25 ポイントが必要である．ウ
クライナとウラル⼭脈東側のロシアではグランドプレ
ミアには 25 ポイントが必要である． 

 
 

      c. グランドポイントは，猫が⾃らのスコアリング地
域の外で競技した時には調整される．たとえば，75 
ポイントの地域の猫が 200 ポイントの地域で競技し
た場合には，グランドチャンピオンポイントは
37.5%に，グランドプレミアポイントは 33.3%に調
整される．75 ポイントの地域の猫が 125 ポイント
の地域で競技した時は，グランドチャンピオンポイン
トは 60%に，グランドプレミアポイントは 50%に調
整される．125 ポイント地域の猫が 200 ポイント地
域で競技した時は，グランドチャンピオンポイントは
62.5%に，グランドプレミアポイントは 66.6%に調
整される． 

 
      ⾼いポイントスコアリング地域の猫が低いポイントス

コアリング地域で競技した場合において，下記の理由
の場合のみにおいて調整される，（28.04.d 参照） 

 
      d. あるスコアリング地域で獲得したグランドポイン

トを蓄積した猫が，他のスコアリング地域に永住した
場合には，グランドポイントは調整される．グランド
チャンピオンポイントは 75 ポイント地域の猫が得た
ポイントは，200 ポイント地域では 267%に調整さ
れる．グランドプレミアポイントは 300%である．
グランドチャンピオンポイント 75 ポイント地域から
125 ポイント地域の移住にあたっては，166%に．
グランドチャンピオンポイント 125 ポイント地域か
ら 200 ポイント地域への移住にあたっては 160%
に．グランドプレミアポイントは 50 ポイント地域か
ら 75 ポイント地域への移住では 150%．グランド
プレミアポイント 25 ポイント地域から 50 ポイント
地域への移住では 200%に調整される． 

 
      e. チャンピオンシップで得た勝利は，プレミアシッ

プの記録へトランスファーされることはない．しかし
ながら，チャンピオンシップで得たタイトルは保持さ
れる． 

 
      f. グランドチャンピオンあるいはグランドプレミア

のタイトルを認定されるためには、オープンの猫は、
ブロンズ／シルバー／ゴールドチャンピオン／プレミ

アの要件を満たさなくてはならない。チャンピオンあ
るいはプレミアの申請要件が満たされるまでは，オー
プン猫はグランドチャンピオン、グランドプレミアと
して競技することはできない。 

 
28.05 ポイントは少なくとも３名の異なるジャッジから得 

なくてはならない． 
 
28.06 2day ショー初⽇の終了までにグランドチャンピオ

ンあるいはグランドプレミアの要件を満たした猫は，
ショー２⽇⽬にグランドチャンピオンあるいはグラン
ドプレミアとして競技する資格がある．これには⼀時
的なレジストレーションナンバーで競技した猫を含
む．そのようなトランスファーはショー初⽇の審査終
了時までにマスタークラークにカタログ訂正フォーム
を届けられなくてはならない．オーナー／エージェン
トによって、オープンからグランドにトランスファー
が出される場合、初⽇終了前までにチャンピオンシッ
プ、プレミアシップの申請書と料⾦をオンラインかマ
スタークラークに提出しなければならない。ショー２
⽇⽬の審査開始前までに，ショーセクレタリーはすべ
てのグランドチャンピオン，グランドプレミアへのト
ランスファーについて，ジャッジに変更を通知する役
割を果たすリングクラークへ報告しなければならな
い． 

 
      マスタークラークは、この⽬的のためにデザインされ

たアブセント／トランスファーシートにショーの初⽇
の終了までに提出されたすべてのトランスファーを記
録する。チャンピオンシップまたはプレミアシップ
で、オープンまたはチャンピオンからグランドになっ
た猫がトランスファーするのは出陳者の選択である。 

 
      グランドチャンピオン，グランドプレミアの要件を満

たす猫は，セントラルオフィスによって⾃動的に確認
される．確認証書はショー記録が受理されて勝利が記
録された後，直ちに郵送される．ただし⼀時的なレジ
ストレーションナンバーで競技した猫を除く．このよ
うな猫の場合には，確認証書は猫が恒久的なレジスト
レーションナンバーを得た後送付される． 

 
      もしグランドチャンピオン／グランドプレミアの確認

が届かない場合には，次のショーの前までに本冊⼦の
巻頭に記載されたセントラルオフィスの電話番号に連
絡し，グランドを達成していることを確かめることが
できる． 

 
      セントラルオフィスによって確認されたグランドチャ

ンピオンあるいはグランドプレミアのタイトルを持た
ない猫であっても，2day ショーの初⽇終了までにマ
スタークラークにコレクションスリップに記載してオ
ーナーあるいはエージェントがグランドにトランスフ
ァーした猫は，ショー２⽇⽬にグランドとして競技を
はじめてよい． 

 
28.07 タイトルの確認を受け取った後は，猫はチャンピオ

ンあるいはプレミアクラスとして競技する資格がな
く，以降のショーではグランドチャンピオン，グラン

地   域 GC GP 

Region 1 - 9 200 75 

インターナショナルディビジ

ョン、ハワイ，マルタ，ウラ

ル山脈の東側のロシア，カナ

ダ南東部沿海州、イギリス 

75 25 

台湾 90 40 

香港 125 75 

中国 200 75 

ウクライナ 200 25 

マレーシア 125 50 

タイ 125 25 

インドネシア 125 25 
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ドプレミアにトランスファーして競技しなければなら
ない． 

 
28.08 トップ 10 あるいはトップ 15 のファイナルをショ

ーシーズンあたり 30 以上、３つの異なるシーズンに
わたって達成した猫は、グランドオブディスティンク
ションの対象となる（略称は GCD あるいは CPD）。
それぞれのショーシーズンのうち、これらのファイナ
ルの少なくとも 20 はオールブリードリングでなけれ
ばならない。ファイナルはチャンピオンシップでもプ
レミアシップでもよく、ショーシーズン内でこれらの
合計でもよい。ファイナルがこの賞の対象となるに
は、そのファイナルに少なくとも 2 匹の猫がいる必
要がある。オブディスティンクションのサフィックス
のタイトルは、３番⽬のショーシーズンで 30 ファイ
ナルを達成したクラスに対応したものである。なおこ
のタイトルを獲得した猫は、通常のグランドチャンピ
オン、グランドプレミアクラスとして競技してよい。 

 
      このアワードはセントラルオフィスへ申請書が受理さ

れ，理事会（ボード）で設定された料⾦を⽀払うこと
によって申請できる．なお，2011-2012 年より前の
ショーシーズンはこのタイトル申請には考慮されな
い．グランドオブディスティンション（GCD）のタ
イトルは、最後のシーズンの終了後 90 ⽇以内に請求
されている必要がある。 

 
このタイトルは、要件が満たされると猫の記録に⾃動
的に追加される。 
注︓2017年 5⽉ 1 ⽇まで遡ってルールが適⽤され
る。 

 

第２９章 

タイトルの取得 – ハウスホール

ドペット 
 

29.01 次のように適格とハウスホールドペットクラスに出
陳する資格がある猫は、CFA ジャッジ、承認された
CFAゲストジャッジ、CFA トレーニング中のジャッ
ジのハウスホールドペットでのいかなるリングでも以
下の様に審査される︓ 

 
      ハウスホールドペットのファイナルに⼊賞するとグラ

ンド・ハウスホールドペットのタイトルに向けたポイ
ントを得ることが出来る。最も順位が⾼かったハウス
ホールドペットはハウスホールドペット全体の頭数か
ら１を引いた数のポイントを得る。２番⽬のハウスホ
ールドペットは１位の 95％を得る。３位番⽬は
90％、４番⽬は 85％、５番⽬は 80％…etc。 

 
29.02 a. グランドハウスホールドペット（ＧＨ）となるた

めには第１リジョンから第９リジョンまでは 200 ポ
イントが必要である。例外は、カナダ南東部の沿海
州、イギリス、アイルランド、マルタ、ウクライナ、
ハワイ、ロシア（ウラル⼭脈の東側）およびインター
ナショナルディビジョンである。これら例外の地域
（ハワイを除く）に住んでいる猫は 100 ポイントが

必要である。ハワイに住んでいる猫は 35 ポイントが
必要である。 

 
      b. 通常の地域外で競争した時は、グランドポイント

は修正される。例えば、100 ポイントのエリアから
200 ポイントのエリアに出て競争した場合、グラン
ドポイントは 50％に修正される。 

 
      100 ポイントのエリアから 200 ポイントのエリアに

恒久的に引っ越した場合、グランドポイントは上⽅修
正される。（29.02c 参照） 

 
      c. ひとつのスコアリングロケーションで獲得した猫

のグランドポイントは 29.02bごとに調整される。
200 ポイントのスコアの場所に移動する、100 ポイ
ントのスコアリングロケーションで獲得したグランド
ポイントは 200％に加算される。 

 
      d. ハウスホールドペットの競争での勝利は、プレミ

アシップやキツンの記録には移動されない。しかし、
プレミアシップやキツンでの競争に勝利したタイトル
は保持される。 

 
29.03 ポイントは６⼈の異なるジャッジのもとで勝利しな

ければならない。 
 
29.04 3つの別々のシーズンでシーズンごとに上位 10 /上

位 15位のファイナルを 30回以上達成し、各シーズ
ンで最低 250 の CFA アワードポイントを達成した
HHP猫は、「Grand Household Pet of Distinction」
タイトル（略称 GHD）の資格がある。ファイナルが
この賞の対象となるには、そのファイナルに少なくと
も 2 匹の猫がいる必要がある。このタイトルは、
Grand Household Pet（GH）のタイトルを置き換え
る。 
例外としてハワイで「Grand Household Pet of 
Distinction」（略称 GHD）のタイトルを獲得するため
には︓3つの異なるシーズンでシーズンごとに 10回
以上のファイナルを達成する（および各シーズンで最
低 30 の CFA アワードポイント）、「HP Grand of 
Distinction」タイトルの資格がある。このタイトル
は、要件が満たされると、猫の記録に⾃動的に追加さ
れる。 

第３０章 

チャンピオンシップ 

ブリード／ディビジョンとカラー 
 

30.01 以下のブリードとカラーはチャンピオンシップ，プ
レミアシップの栄誉を得られると認められるものであ
る． 

 
      （注意︓遺伝的異常（複数の X染⾊体が存在する）

によってのみ⾊の組み合わせが⽣じる雄猫は、
Kitten、Championshipまたは Premiershipの競技
には適格ではないが、第 XXXI条に規定されている
AOVクラスに適格である。 これらの⾊とパターンの
複数の可能性の例には、トーティ種種とパッチトビー
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（トービー）が含まれるが、これに限定されず、⽩の
有無にかかわらず任意のパターンと組み合わせること
ができる。 

 

LONGHAIR	SPECIALTY	BREEDS	

	
AMERICAN	BOBTAIL	

																																										Color	Class	#	

LONGHAIR	DIVISION							Male	Female	
All	Championship	Colors	..	.	.	.	.	.	.	......5400		5401	

(All	accepted	colors	as	defined	in	the	Show	Standards.)	

	

SHORTHAIR	DIVISION	
All	Championship	Colors	.	.	.	..	.	..	.		..	.9400	9401	

(All	accepted	colors	as	defined	in	the	Show	Standards.)	

	

AMERICAN	CURL	

LONGHAIR	DIVISION	
All	Championship	Colors	.	.	.	.		.	.	.	…	.	.8000		8001	

(All	accepted	colors	as	defined	in	the	Show	Standards	

And	Other	American	Curl	Colors	and	patterns.)	

	

SHORTHAIR	DIVISION	
All	Championship	Colors	.	.	.	.		.		...	.	.	.8050		8051	

(All	accepted	colors	as	defined	in	the	Show	Standards	

And	Other	American	Curl	Colors	and	patterns.)	
	

BIRMAN	(Sacred	Cat	of	Burma)	
Chocolate	Point	.............................0180		0181	

Seal	Point	..................................0182		0183	

Lilac	Point	.................................0184		0185	

Blue	Point	..................................0186		0187	

Other	Solid	Point	...........................2178		2179	

(Red,	Cream)	

Parti-Color	Point	............................	-	-	2189	

(Seal-Tortie,	Blue-Cream,	Chocolate-Tortie,	Lilac-

Cream)	

Lilac	Tabby	Point	...........................2150		2151	

Seal	Tabby	Point.............................2152		2153	

Chocolate	Tabby	Point	.......................2154		2155	

Blue	Tabby	Point	............................2156		2157	

All	other	Tabby	Point	.......................2158		2159	

(Lilac,	Red,	Cream,	Seal-Tortie,	Chocolate-Tortie,	

Blue-Cream,	Lilac-Cream)	
	

EXOTIC*	
(See	Note	at	End	of	Exotic	Listing)	

SOLID	COLOR	DIVISION	
Blue-Eyed	White	.............................7700		7701	

Copper-Eyed	White	...........................7702		7703	

Odd-Eyed	White...............................7704		7705	

Blue	........................................7706		7707	

Bla..........................................7708		7709	

Red	.........................................7710		7711	

Cream	.......................................7714		7715	

OSCC	(Other	Solid	Colors	Class)	.............7720		7721	

(Chocolate	or	Lilac)	

SILVER	AND	GOLDEN	DIVISION	
Chinchilla	Silver............................7730		7731	

Shaded	Silver................................7732		7733	

Chinchilla	Golden	...........................7726		7727	

Shaded	Golden	...............................7772		7773	

Other	Silver	and	Golden	Colors	..............7728		7729	

(Blue	Chinchilla	Silver,	Blue	Shaded	Silver,	Blue	

Chinchilla	Golden,	Blue	Shaded	Golden)	

SMOKE	AND	SHADED	DIVISION	
Shell	Cameo	.................................7760		7761	

Shaded	Cameo.................................7762		7763	

Shell	Cream..................................7856		7857	

Shaded	Cream	................................7858		7859	

Shell	Tortoiseshell	.........................	-	-		7775	

Shaded	Tortoiseshell.........................	-	-		7777	

Shell	Blue-Cream	............................	-	-		7853	

Shaded	Blue-Cream............................	-	-		7851	

Other	Shaded	Colors..........................7880		7881	

(Shell	Blue,	Shaded	Blue,	Shell	Black,	Shaded	Black,	

Blue	Chinchilla	Silver,	Blue	Shaded	Silver,	Blue		

Chinchilla	Golden,	Blue	Shaded	Golden,	Shell	Chocolate,	

Shaded	Chocolate,	Shell	Lilac,	Shaded	Lilac,	Shell	

Chocolate	Tortie,	Shaded	Chocolate	Tortie,	Shell	Lilac-

Cream,	Shaded	Lilac-Cream)	

Black	Smoke..................................7734		7735	

Blue	Smoke...................................7738		7739	

Cream	Smoke	.................................7768		7769	

Red	Smoke....................................7764		7765	

Tortoiseshell	Smoke..........................	-	-		7725	

Blue-Cream	Smoke.............................	-	-		7723	

Other	Smoke	Colors	..........................7420		7421	

(Chocolate	Smoke,	Lilac	Smoke,	Chocolate-Tortie	Smoke,	

Lilac-Cream	Smoke)	

TABBY	DIVISION	
Silver	Tabby................................7736		7737	

Silver	Mackerel	or	Spotted	Tabby	...........7736M	7737M	

Silver	Patched	Tabby	(Torbie)	...............	-	-	7785	

(classic,	mackerel,	spotted)	

Blue	Silver	Tabby...........................7634		7635	

(classic,	mackerel,	spotted)	

Blue	Silver	Patched	Tabby	(Torbie)	..........	-	-	7637	

(classic,	mackerel,	spotted)	

Red	Tabby...................................7740		7741	

Red	Mackerel	or	Spotted	Tabby	..............7740M	7741M	

Brown	Tabby.................................7744		7745	

Brown	Mackerel	or	Spotted	Tabby	............7744M	7745M	

Brown	Patched	Tabby	(Torbie).................	-	-	7787	

(classic,	mackerel,	spotted)	

Blue	Tabby	.................................7752		7753	

Blue	Mackerel	or	Spotted	Tabby..............7752M	7753M	

Blue	Patched	Tabby	(Torbie)	.................	-	-	7789	

(classic,	mackerel,	spotted)	

Cream	Tabby.................................7754		7755	

Cream	Mackerel	or	Spotted	Tabby	............7754M	7755M	

Cameo	Tabby	................................7766		7767	

Cameo	Mackerel	or	Spotted	Tabby.............7766M	7767M	

Cream	Silver	Tabby	.........................7854		7855	

(classic,	mackerel,	spotted)	

Other	Tabby	Colors	.........................7462		7463	

[Chocolate,	Lilac,	Chocolate	Silver,	Lilac,	

Silver,	Chocolate	Silver	Patched,	Lilac	

Silver	Patched	(classic,	mackerel,	patched,	spotted)]	

PARTI-COLOR	DIVISION	
Tortoiseshell.................................	-	-	7747	
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Blue-Cream....................................	-	-	7751	

Other	Parti-Colors	...........................	-	-	7647	

(Chocolate-Tortoiseshell,	Lilac-Cream)	

CALICO	&	Bi-COLOR	DIVISION	
Calico	.......................................	-	-	7749	

(White	with	Black	&	Red,	Tortie	&	White)	

Dilute	Calico	................................	-	-	7719	

(White	with	Blue	&	Cream,	Blue-Cream	&	White)	

Blue	&	White	.................................7806	7807	

Black	&	White.................................7808	7809	

Red	&	White	..................................7800	7801	

Cream	&	White	................................7804	7805	

Other	Bi-Colors...............................7590	7591	

(Chocolate	Bi-Color,	Lilac	Bi-Color,	Chocolate	

Calico,	Lilac	Calico)	

Smoke	&	White	................................7594	7595	

(Black	Smoke	&	White,	Blue	Smoke	&	White,	Cream	Smoke	&	

White,	Red	Smoke	&	White,	Tortoiseshell	Smoke	&	White,	

Blue-Cream	Smoke	&	White,	Calico	Smoke,	Dilute	Calico	

Smoke,	Chocolate)	

Shaded	&	White	...............................7488	7489	

(Chinchilla	Silver	&	White,	Shaded	Silver	&	White,	

Chinchilla	Golden	&	White,	Shaded	Golden	&	White,	Shell	

Cameo	&	White,	Shaded	Cameo	&	White,	Shell	Cream	&	

White,	Shaded	Cream	&	White,	Shell	Tortoiseshell	&	

White,	Shaded	Tortoiseshell	&	White,	Shell	Blue-Cream	&	

White,	Shaded	Blue-Cream	&	White	and	all	colors	in	the	

Other	Shaded	Colors	Class	with	the	addition	of	White)	

Red	Tabby	&	White.............................7940	7941	

(classic,	mackerel,	spotted)	

Brown	Tabby	&	White	..........................7944	7945	

(classic,	mackerel,	spotted)	

Patched	Tabby	&	White	........................	-	-	7987	

(classic,	mackerel,	spotted)	

Other	Tabby	&	White	..........................7992	7993	

(classic,	mackerel,	spotted)	

HIMALAYAN	DIVISION	
Chocolate	Point	..............................7670	7671	

Seal	Point	...................................7672	7673	

Flame	(Red)	Point	............................7678	7679	

Tortie	Point	.................................	-	-	7693	

Lilac	Point	..................................7674	7675	

Blue	Point....................................7676	7677	

Cream	Point	..................................7696	7697	

Blue-Cream	Point	.............................	-	-	7689	

Lynx	Point	...................................7660	7661	

(Seal-Lynx,	Blue-Lynx,	Tortie-Lynx,	Blue	Cream-Lynx,	

Flame	(Red)-Lynx,	Cream-Lynx,	Chocolate-Lynx,	Lilac-

Lynx,	Chocolate	Tortie-Lynx,	Lilac-Cream	Lynx)	

 

注意︓ペルシャのカラー記述に適合するロングヘアーエキゾ
チックはペルシャのカラークラスで競技することができる．
ペルシャのセクションでカラーの完全なリストを参照するこ
と．このような猫はAOV のエキゾチックとして参照されるも
のであり，レジストレーションナンバーの前４桁が7798-
7799, 7698-7699, そして7598-7599 である．エキゾチッ
クのロングヘアーディビジョンは得点集計にのみ作られるも
のであり，ナショナル／ディビジョナル／リジョナルのポイ
ントがロングヘアーキゾチックのブリード，カラークラスの
勝利として得点加算されるが，ペルシャの勝利としてではな
い． 

 

MAINE	COON	CAT	
Solid	Colors	.................................1700	1701	

(White,	Black,	Blue,	Red,	or	Cream)	

Brown	Tabby	(classic,	mackerel,	ticked)	......1744	1745	

Brown	Patched	Tabby	(classic,	mackerel,	ticked)-	-	1787	

Silver	Tabby	(classic,	mackerel,	ticked)	.....1736	1737	

Silver	Patched	Tabby	(classic,	mackerel,	ticked)--	1785	

Red	Tabby	(classic,	mackerel,	ticked)	........1740	1741	

All	Other	Tabby	Colors	.......................9792	9793	

(Blue,	Blue	Patched,	Blue-Silver,	Blue-Silver	Patched	

[classic,	mackerel],	Cream,	Cameo,	Cream-Silver	

[classic,	mackerel,	ticked])	

Brown	Tabby	&	White	(including	Vans)	.........1778	1779	

(classic,	mackerel,	ticked)	

Brown	Patched	Tabby	&	White	(including	Vans)		

																					.........................	-	-	1769	

(classic,	mackerel,	ticked)	

Silver	Tabby	&	White	(including	Vans)	........9736	9737	

(classic,	mackerel,	ticked)	

Silver	Patched	Tabby	&	White	(including	Vans)	

																					.........................	-	-	9785	

(classic,	mackerel,	ticked)	

Red	Tabby	&	White	(including	Vans)	...........9740	9741	

(classic,	mackerel,	ticked)	

All	Other	Tabby	&	White	Colors	(including	Vans)	

																																			...........1758	1759	

(Blue,	Blue	Patched,	Blue-Silver,	Blue-Silver	Patched	

[classic,	mackerel,	patched],	Cream,	Cameo,	Cream-

Silver	[classic,	mackerel,	ticked])	

Bi-Color	.....................................1790	1791	

(Black	&	White,	Blue	&	White,	Red	&	White,	Cream	&	

White)	

Parti-Color...................................	-	-	1747	

(Tortoiseshell,	Blue-Cream)	
Parti-Color	&	White	..........................	-	-	1795	

(Calico	[including	Vans],	Dilute	Calico	[including	

Vans],	Tortoiseshell	&	White,	Blue-Cream	&	White)	

Shaded	&	Smoke	...............................1730	1731	

(Chinchilla	Silver,	Shaded	Silver,	Chinchilla	Blue	

Silver,	Shaded	Blue	Silver,	Shell	Cameo,	Shaded	Cameo,	

ShellCream,	Shaded	Cream,	Shell	Tortoiseshell,	Shaded	

Tortoiseshell,	Shell	Blue-Cream,	Shaded	Blue-Cream,	

Black	Smoke,	Blue	Smoke,	Cameo	Smoke,	Cream	Smoke,	

Tortie	Smoke,	Blue-Cream	Smoke)	

Shaded/Smoke	&	White	(including	Vans)	........1774	1775	

(Note:	any	tortie	&	white	colors	or	blue-cream	&	white	

colors	will	not	have	the	van	pattern.	Chinchilla	Silver	

&	White,	Shaded	Silver	&	White,	Chinchilla	Blue	Silver	

&	White,	Shaded	Blue	Silver	&	White,	Shell	Cameo	&	

White,	Shaded	Cameo	&	White,	Shell	Cream	&	White,	

Shaded	Cream	&	White,	Shell	Tortoiseshell	&	White,	

Shaded	Tortoiseshell	&	White,	Shell	Calico,	Shaded	

Calico,	Shell	Blue-Cream	&	White,	Shaded	Blue-Cream	&	

White,	Shell	Dilute	Calico,	Shaded	Dilute	Calico,	Black	

Smoke	&	White,	Blue	Smoke	&	White,	Cameo	Smoke	&	White,	

Cream	Smoke	&	White,	Tortie	Smoke	&	White,	Blue-Cream	

Smoke	&	White,	Calico	Smoke,	Dilute	Calico	Smoke)	

OMCC	(Other	Maine	Coon	Colors)	...............1796	1797	

（チョコレート、ラベンダー、ヒマラヤンパターン、アンド
ホワイトを含むハイブリッドによるカラーは除く。）AOV 
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Listにあげられている猫は、AOVとして登録されショーに出陳
出来る。 
 

NORWEGIAN	FOREST	CAT	
Brown	Tabby	&	Brown	Tabby	&	White	............9044	9045	

(classic,	mackerel,	patched,	spotted,	ticked)	

All	Other	Norwegian	Forest	Cat	Colors.........9000	9001	

（ショースタンダードに定義されている、その他のノルウェ
ージャンフォレストキャットのカラーとパターンが許される
（ブラウンタビーとブラウンタビーアンドホワイトを除
く）） 
 

PERSIAN*	
(ペルシャの後書きの注意を参照すること)	

	

SOLID	COLOR	DIVISION	
Blue-Eyed	White	..............................0100	0101	

Copper-Eyed	White	............................0102	0103	

Odd-Eyed	White................................0104	0105	

Blue	.........................................0106	0107	

Black	........................................0108	0109	

Red	..........................................0110	0111	

Cream	........................................0114	0115	

OSCC	(Other	Solid	Colors	Class)	..............1916	1917	

(Chocolate	or	Lilac)	

	

SILVER	&	GOLDEN	DIVISION	
Chinchilla	Silver	............................0130	0131	

Shaded	Silver	................................0132	0133	

Blue	Chinchilla	Silver........................0128	0129	

Blue	Shaded	Silver	...........................0156	0157	

Chinchilla	Golden	............................1170	1171	

Shaded	Golden	................................1172	1173	

Blue	Chinchilla	Golden	.......................1074	1075	

Blue	Shaded	Golden	...........................1076	1077	

	

SMOKE	&	SHADED	DIVISION	
Shell	Cameo	..................................0160	0161	

Shaded	Cameo..................................0162	0163	

Shell	Cream...................................1356	1357	

Shaded	Cream	.................................1358	1359	

Shell	Tortoiseshell	..........................	-	-	1175	

Shaded	Tortoiseshell..........................	-	-	1177	

Shell	Blue-Cream	.............................	-	-	1353	

Shaded	Blue-Cream.............................	-	-	1351	

Black	Smoke	..................................0134	0135	

Blue	Smoke	...................................0138	0139	

Cream	Smoke...................................0168	0169	

Red	Smoke	....................................0164	0165	

Tortoiseshell	Smoke	..........................	-	-	0125	

Blue-Cream	Smoke	.............................	-	-	1139	

Other	Smoke	&	Shaded..........................1080	1081	

(Chocolate	Smoke,	Lilac	Smoke,	Chocolate	Tortoiseshell	

Smoke,	Lilac	Cream	Smoke)	

	

TABBY	DIVISION	
Silver	Tabby	.................................0136	0137	

Silver	Mackerel	Tabby.......................0136M	0137M	

Silver	Patched	Tabby	(torbie)	................	-	-	1137	

(classic,	mackerel)	

Blue	Silver	Tabby	(classic,	mackerel)	........1334	1335	

Blue	Silver	Patched	Tabby	(torbie)............	-	-	1337	

(classic,	mackerel)	

Red	Tabby	..................................0140		0141	

Red	Mackerel	Tabby..........................0140M	0141M	

Brown	Tabby.................................0144		0145	

Brown	Mackerel	Tabby	.......................0144M	0145M	

Brown	Patched	Tabby	(torbie)	................	-	-	1145	

(classic,	mackerel)	

Blue	Tabby	.................................0152		0153	

Blue	Mackerel	Tabby	........................0152M	0153M	

Blue	Patched	Tabby	(torbie)	.................	-	-	1153	

(classic,	mackerel)	

Cream	Tabby.................................0154		0155	

Cream	Mackerel	Tabby	.......................0154M	0155M	

Cameo	Tabby	................................0166		0167	

Cameo	Mackerel	Tabby........................0166M	0167M	

Cream	Silver	Tabby	(classic,	mackerel)	.....1354		1355	

Other	Tabby	Colors	(classic,	mackerel)	.....3100		3101	

(Chocolate	Tabby,	Chocolate	Patched	Tabby,	Chocolate	

Silver	Tabby,	Chocolate	Silver	Patched	Tabby,	Lilac	

Tabby,	Lilac	Patched	Tabby,	Lilac	Silver	Tabby,	Lilac	
Silver	Patched	Tabby)	

	

PARTI-COLOR	DIVISION	
Tortoiseshell	................................	-	-	0147	

Blue-Cream	...................................	-	-	0151	

Other	Parti-Colors	...........................	-	-	3059	

(Chocolate	Tortoiseshell,	Lilac-Cream)	

	

CALICO	&	BI-COLOR	DIVISION	
Calico	.......................................	-	-	0149	

(White	with	Black	&	Red)	

Dilute	Calico	................................	-	-	0119	

(White	with	Blue	&	Cream)	

Blue	&	White	.................................1106	1107	
Black	&	White	................................1108	1109	

Red	&	White	..................................1110	1111	

Cream	&	White	................................1114	1115	

Smoke	&	White	................................1112	1113	

(Black	Smoke	&	White,	Blue	Smoke	&	White,	Cream	Smoke	&	

White,	Red	Smoke	&	White,	Chocolate	Smoke	&	White,	

Lilac	Smoke	&	White,	Calico	Smoke,	Dilute	Calico	Smoke,	

Chocolate	Calico	Smoke,	Lilac	Calico	Smoke)	

Shaded	&	White	...............................1420	1421	

(Shell	Cameo	&	White,	Shell	Cream	&	White,	Shell	

Calico,	Shell	Dilute	Calico,	Shell	Chocolate	Calico,	

Shell	Lilac	Calico,	Shaded	Cameo	&	White,	Shaded	Cream	

&	White,	Shaded	Calico,	Shaded	Dilute	Calico,	Shaded	

Chocolate	Calico,	Shaded	Lilac	Calico)	

Red	Tabby	&	White.............................1140	1141	

(classic,	mackerel)	

Brown	Tabby	&	White	..........................1142	1143	

(classic,	mackerel)	

Patched	Tabby	&	White	........................	-	-	1159	

(all	currently	established	patched	tabby	patterns	in	

classic	and	mackerel	with	the	addition	of	white.)	

Other	Tabby	&	White	..........................1192	1193	

(all	currently	established	tabby	patterns,	with	the	

exception	of	red,	brown	and	patched	tabby,	in	classic	

and	mackerel	with	the	addition	of	white.)	

Other	Bi-Colors	..............................3390	3391	

(Chocolate	Bi-Color,	Lilac	Bi-Color,	Chocolate	Calico,	
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Lilac	Calico)	

	

HIMALAYAN	DIVISION	
Chocolate	Point	..............................0170	0171	

Seal	Point	...................................0172	0173	

Lilac	Point	..................................0174	0175	

Blue	Point	...................................0176	0177	
Flame	Point	..................................0178	0179	

Cream	Point	..................................0196	0197	

Tortie	Point	.................................	-	-	0193	

Blue-Cream	Point	.............................	-	-	0189	

Seal	Lynx	Point	..............................3252	3253	

Blue	Lynx	Point	..............................3256	3257	

Tortie-Lynx	Point	............................	-	-	3247	

Blue	Cream-Lynx	Point	........................	-	-	3251	

Flame	Lynx	Point	.............................3260	3261	

Cream	Lynx	Point	.............................3262	3263	

Other	Lynx	Point	.............................3242	3243	

(Chocolate-Lynx,	Lilac-Lynx,	Chocolate	Tortie-Lynx,	

Lilac	Cream-Lynx)	

OPCC	(Other	Pointed	Colors	Class)	............	-	-	3249	

(Chocolate-Tortie	or	Lilac-Cream) 

 

注意︓ペルシャのカラー記述に適合するロングヘアーエキゾ
チックはペルシャのカラークラスで競技することができる．
このような猫はAOV のエキゾチックとて参照されるものであ
り， レジストレーションナンバーの前４ 桁が7798-7799, 
7698-7699, そして7598-7599 である．エキゾチックのロ
ングヘアーディビジョンは得点集計にのみ作られるものであ
り，ナショナル／ディビジョナル／リジョナルのポイントが
ロングヘアーキゾチックのブリード，カラークラスの勝利と
して得点加算されるが，ペルシャの勝利としてではない． 
 

RAGAMUFFIN	
All	Championship	Colors	......................9800	9801	

	

RAGDOLL	
Seal	Point	&	White	...........................0482	0483	

Blue	Point	&	White	...........................0486	0487	

Lynx	Point	&	White	...........................0424	0425	

All	Other	Pointed	&	White	Colors	.............0480	0481	

(including	lilac,	chocolate,	all	lynx	colors,	red,	

cream,	tortie	and	all	van	colors)	

Mitted	Point	Colors	..........................0460	0461	

(all	mitted	colors	including	chocolate,	seal,	lilac,	

blue,	all	lynx	colors,	red,	cream	and	tortie)	

Colorpoint	Colors	............................0470	0471	

(all	pointed	colors	including	chocolate,	seal.	lilac,	

blue,	all	lynx	colors,	red,	cream	and	tortie)	

	

SIBERIAN	
All	Championship	Colors	......................3700	3701	

(All	accepted	colors	as	defined	in	the	Show	Standards	

and	Any	Other	Siberian	Colors.)	

	

TURKISH	ANGORA	
White	Color	Class	............................1802	1803	

(Blue-eyed	White,	Green-eyed	White,	Green-Gold	Eyed	

White,	Amber-eyed	White,	Odd-eyed	White)	

Other	Solid	Class	............................1806	1807	

(Black,	Blue,	Red,	Cream)	

Smoke	Colors	.................................1834	1835	

(Black	Smoke,	Blue	Smoke,	Red	Smoke,	Cream	Smoke,	

Tortoiseshell	Smoke,	Blue	Cream	Smoke)	

Tabby	Color	Class	............................1836	1837	

[Blue	Tabby,	Brown	Tabby,	Silver	Tabby,		

Blue-Silver	Tabby,	Cream	Tabby,	Red	Tabby,		

Red	Silver	Tabby,	Cream	Silver	Tabby	(Classic,	

Mackerel,	Spotted,	Ticked	and	where	applicable,	

Patched)].	

Parti-Color	&	Bi-Color	Class	.................1848	1849	

(Black	&	White,	Blue-Cream,	Blue-Cream	&	

White,	Blue	&	White,	Calico,	Cream	&	White,	

Red	&	White,	Dilute	Calico,	Tortoiseshell,	

Tortoiseshell	&	White,	Tabby	&	White	[Brown,	

Silver,	Blue,	Blue-Silver,	Red,	Cream,	Red	

Silver,	and	Cream	Silver	in	Classic,	

Mackerel,	Spotted,	Ticked	and,	where	

applicable,	Patched];	Smoke	&	White	

[Black	Smoke	&	White,	Blue	Smoke	&	White,	

Red	Smoke	&	White,	Cream	Smoke	&	White,	

Tortoiseshell	Smoke	&	White,	Blue-Cream	

Smoke	&	White],	Calico	Smoke,	Dilute	Calico	Smoke)	

OTAC	(Other	Turkish	Angora	Colors)	...........1890	1891	

(Any	other	color	or	pattern	with	the	exception	of	those	

showing	hybridization	resulting	in	the	colors	

chocolate,	lavender	the	Himalayan	pattern,	or	these	

combinations	with	white.)	

	

TURKISH	VAN	
Solid	&	White	................................3560	3561	

(Black	&	White,	Blue	&	White,	Cream	&	White,	Red	&	

White)	

Parti-Color	&	White	..........................	-	-	3585	

(Blue	Patched	Tabby	&	White,	Brown	Patched	Tabby	&	

White,	Tortoiseshell	&	White,	Dilute	Tortoiseshell	&	

White)	

Tabby	&	White.................................3590	3591	

(Blue	Tabby	&	White,	Brown	Tabby	&	White,	Cream	Tabby	&	

White,	Red	Tabby	&	White)	

All	Other	Turkish	Van	Colors	.................3500	3501	

(van	pattern	only	–	any	other	color	and	white	(silver	
tabby,	smokes,	etc.)	with	the	exception	of	those	

showing	evidence	of	hybridization	resulting	from	the	

Himalayan	pattern	(point	restricted)	and	colors	

(chocolate,	lilac,	etc.).	

 

	

SHORTHAIR	SPECIALTY	BREEDS	
	

ABYSSINIAN	
Ruddy	........................................0380	0381	

Red	..........................................0382	0383	

Blue	.........................................0384	0385	

Fawn	.........................................0386	0387	

	

AMERICAN	SHORTHAIR	
Blue-Eyed	White	..............................0700	0701	

Gold-Eyed	White	..............................0702	0703	

Odd-Eyed	White	...............................0704	0705	

Blue	.........................................0706	0707	

Black	........................................0708	0709	
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Red	..........................................0710	0711	

Cream	........................................0714	0715	

Chinchilla	Silver	............................0730	0731	

Shaded	Silver	................................0732	0733	

Black	Smoke	..................................0734	0735	

Blue	Smoke	...................................0738	0739	

Silver	Tabby	.................................0736	0737	

Silver	Mackerel	Tabby	......................0736M	0737M	

Silver	Patched	Tabby	(Torbie)	................	-	-	0785	

(classic,	mackerel)	

Blue-Silver	Tabby	(classic,	mackerel)	........7068	7069	

Blue-Silver	Patched	Tabby	....................	-	-	7037	

(classic,	mackerel)	

Red	Tabby	....................................0740	0741	

Red	Mackerel	Tabby	.........................0740M	0741M	

Brown	Tabby	..................................0744	0745	

Brown	Mackerel	Tabby	.......................0744M	0745M	

Brown	Patched	Tabby	(torbie)	.................	-	-	0787	

(classic,	mackerel)	

Blue	Tabby	...................................0752	0753	

Blue	Mackerel	Tabby	........................0752M	0753M	
Blue	Patched	Tabby	(torbie)	.................	-	-	0789	

(classic,	mackerel)	

Cream	Tabby	..................................0754	0755	

Cream	Mackerel	Tabby	.......................0754M	0755M	

Shell	Cameo	..................................0760	0761	

Shaded	Cameo	.................................0762	0763	

Smoke	Cameo	..................................0764	0765	

Tortoiseshell	Smoke	..........................	-	-	0725	

Cameo	Tabby	..................................0766	0767	

Cameo	Mackerel	Tabby........................0766M	0767M	

Cream	Cameo	Tabby	(classic,	mackerel)	........7066	7067	

Ticked	Tabby/Ticked	Tabby	and	White	..........7088	7089	

(including	vans)	

(Silver,	Brown,	Blue,	Red,	Cream,	Blue	Silver,	Cameo,	

Cream	Cameo	ticked	tabby	colors,	including	patched	

patterns,	and	ticked	tabby	with	white)	

Tabby	&	White	(including	Vans)	...............7072	7073	

(Silver,	Brown,	Blue,	Red,	Cameo,	Cream	[tabby	colors	

in	mackerel	or	classic	and,	where	applicable,	patched	

patterns])	

Smoke	&	White	(including	Vans)	...............7024	7025	

(Black	Smoke	&	White,	Blue	Smoke	&	White,	Tortoiseshell	

Smoke	&	White,	Smoke	Cameo	&	White)	

Dilute	Shaded	................................0728	0729	

(Blue	Chinchilla	Silver,	Blue	Shaded	Silver,	

Cream	Shell	Cameo,	Cream	Shaded	Cameo,	

Blue	Cream	Smoke)	

Shaded	and	White	.............................7026	7027	

(Shaded	Silver	&	White,	Chinchilla	Silver	&	White,	

Shaded	Calico,	Dilute	Shaded	Calico,	Blue	Shaded	Silver	

&	White,	Shaded	Cameo	&	White,	Shell	Cameo	&	White)	

Bi-Color	and	Van	Bi-Color	....................0770	0771	

(Red	&	White,	Blue	&	White,	Cream	&	White,	

Black	&	White)	

Tortoiseshell	................................	-	-	0747	

Calico	and	Van	Calico.........................	-	-	0749	

Calico	(White	with	Black	&	Red)	or	Dilute	Calico	and	

Van	Dilute	Calico	(White	with	Blue	&	Cream)	

Blue-Cream	...................................	-	-	0751	

Shaded	Parti-Color	...........................	-	-	0723	

(Chinchilla	Tortoiseshell,	Shaded	Tortoiseshell,	Dilute	

Chinchilla	Tortoiseshell,	Dilute	Shaded	Tortoiseshell)	

	

AMERICAN	WIREHAIR	
All	Championship	Colors	......................9900	9901	

(All	accepted	colors	as	defined	in	the	Show	Standards	

and	Other	Wirehair	Colors	and	patterns	with	the	

exception	of	those	showing	evidence	of	hybridization	

resulting	in	the	colors	chocolate,	lavender,	the	

Himalayan	pattern	or	these	combinations	with	white,	

etc.)	

	

BALINESE	

BALINESE	DIVISION	
Chocolate	Point	..............................1270	1271	

Seal	Point	...................................1272	1273	

Lilac	Point	..................................1274	1275	

Blue	Point	...................................1276	1277	

	

JAVANESE	DIVISION	
Solid	Color	Point	............................2078	2079	

(Cinnamon,	Cream,	Fawn,	Red	-	including	

smoke;	Blue	Smoke,	Chocolate	Smoke,	Lilac	

Smoke,	Seal	Smoke)	

Lynx	Point	...................................2054	2055	

(Blue,	Blue-Cream,	Chocolate,	Chocolate-Tortie,		

Cinnamon,	Cinnamon-Tortie,	Cream,	Fawn,	Fawn-Cream,	

Lilac,	Lilac-Cream,	Red,	Seal,	Seal-Tortie	Point	-	

including	silver)	

Parti-Color	Point	............................	-	-	2047	

(Blue-Cream,	Chocolate-Tortie,	Cinnamon-Tortie,	

Fawn-Cream,	Lilac-Cream,	Seal-Tortie	Point	-	including	

smoke)	

	

BENGAL	
Brown	(Black)	R/S	&	Marble	Tabby.............9202	9203	
Snow	R/S	&	Marble	Tabby	.....................9260	9261	

(Lynx	Point	R/S,	Marble	&	Charcoal	Tabby	[includes	all	

colors]	Mink	R/S,	Marble	&	Charcoal	Tabby	[includes	all	

colors]	Sepia	R/S,	Marble	&	Charcoal	Tabby	[includes	

all	colors])	

Other	Bengal	Colors	&	Patterns...............9210	9211	

(Remaining	Charcoal	R/S	&	Marble	Tabby)	All	other	

accepted	Colors	&	Patterns	not	listed	above.	

	

BOMBAY	
Black	.......................................0410	0411	

	

BRITISH	SHORTHAIR	
Solid	Color	Class	............................2500	2501	

(Black,	Blue,	Cream,	Red,	Blue-Eyed	White,	Gold-Eyed	

White,	Odd-Eyed	White)	

Tabby	Class	(spotted,	classic,	mackerel)	.....2536	2537	

(Blue	Tabby,	Brown	Tabby,	Cream	Tabby,	Red	Tabby,	

Silver	Tabby,	Blue	Patched	Tabby,	Brown	Patched	

Tabby	and	Silver	Patched	Tabby)	

Parti-Color	&	Bi-Color	Class	.................2546	2547	

(Blue-Cream,	Tortoiseshell,	Calico,	Van	Calico,	Dilute	

Calico,	Van	Dilute	Calico,	Solid	Color	and	White,	Van	

Solid	Color	and	White,	Tabby	and	White,	Van	Tabby	

and	White,	Patched	Tabby	and	White)	

OBSHC	(Other	British	Shorthair	Colors)	.......2596	2597	
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(Smoke,	Shaded,	Shaded	Golden	and	any	other	color	

or	pattern	with	the	exception	of	those	showing	

evidence	of	hybridization	resulting	in	the	colors	

chocolate,	lavender,	the	himalayan	pattern,	or	these	

combinations	with	white.	

Eye	color:	appropriate	to	the	dominant	color	of	the	

cat.)	

	

BURMESE	
Sable	........................................0400	0401	

Champagne	....................................0402	0403	

Blue	.........................................0404	0405	

Platinum	.....................................0406	0407	

	

BURMILLA	

LONGHAIR	DIVISION	
All	Championship	Colors	......................4500	4501	

(All	accepted	colors	as	defined	in	the	Show	Standards)	

	

SHORTHAIR	DIVISION	
All	Championship	Colors	......................5500	5501	

(All	accepted	colors	as	defined	in	the	Show	Standards)	

	

CHARTREUX	
Blue	.........................................0550	0551	

	

COLORPOINT	SHORTHAIR	
Solid	Color	Point	............................2278	2279	

(Red,	Cream)	

Lynx	Point	...................................2254	2255	

(Blue,	Blue-Cream,	Chocolate,	Chocolate-Tortie,	Cream,	

Lilac,	Lilac-Cream,	Red,	Seal,	or	Seal-Tortie)	

Parti-Color	Point	............................	-	-	2247	

(Blue-Cream,	Chocolate-Tortie,	Lilac-Cream,	or	Seal-

Tortie)	

IMPORTANT: 2010 年6 ⽉15 ⽇以後に⽣まれたオリエンタ
ルのリターに有効．オリエンタルリター（ショートヘアーデ
ィビジョン）でポインティッドからポインディッドへの繁殖
のもの（すなわち，ポインティッドオリエンタル（ショート
ヘアーディビジョン）間の掛け合わせや，サイアミーズまた
はカラーポイントショートヘアーやポインティッドオリエン
タルとの掛け合わせ）は認められない．そのような掛け合わ
せは2010 年6 ⽉15 ⽇以降に⽣まれたリターは登録出来な
い． 
	

CORNISH	REX	
White	........................................0900	0901	

Blue	(including	Smoke)	.......................0906	0907	

Black	(including	Smoke)	......................0908	0909	

Red	(including	Smoke)	........................0910	0911	

Cream	(including	Smoke)	......................0914	0915	

Other	Solid	Colors	(including	Smoke)	.........0920	0921	

(lavender,	chocolate)	

Chinchilla	Silver	and	Shaded	Silver	..........0930	0931	

Silver	Tabby	(classic,	mackerel,	spotted,	ticked)	..0936	0937	

Red	Tabby	(classic,	mackerel,	spotted	ticked)	......0940	0941	

Brown	Tabby	(classic,	mackerel,	spotted	ticked)	....0944	0945	

Blue	Tabby	(classic,	mackerel,	spotted	ticked)	.....0952	0953	

Cream	Tabby	(classic,	mackerel,	spotted	ticked)	....0954	0955	

Patched	Tabby	(classic,	mackerel,	spotted	ticked)	..	-	-	0973	

(silver,	brown,	blue)	

Tortoiseshell	(Including	Smoke,	Chocolate)	...	-	-	0947	

(Tortoiseshell,	Chocolate	Tortoiseshell	Smoke)	

Calico	(including	Dilute,	Smoke	and	Van)	.....	-	-	0949	

(Patched	Tabby	&	White	[classic,	mackerel,	spotted	

ticked])	

Blue-Cream	(including	Blue-Cream	Smoke,	......	-	-	0951	

Lavender-Cream,	Lavender-Cream	Smoke)	

Bi-Color	and	Van	Bi-Color	....................0960	0961	

[All	Solid	Color	and	White;	All	Tabby	and	White;	

Smoke	(black,	blue,	chocolate,	lavender,	red	and	

cream)	and	White;	All	Pointed	and	White]	

Pointed	(including	lynx	point)	...............0996	0997	

ORC	(Other	Rex	Colors)	.......................0990	0991	

(Any	other	color	or	pattern.	Cats	with	no	more	white	

than	a	locket	and/or	button	do	not	qualify	for	these	

color	classes.	Such	cats	shall	be	judged	in	the	color	

class	of	their	basic	color	with	no	penalty	for	such	

locket	and/or	button.)	

	

DEVON	REX	
Solid	........................................2902	2903	

(White,	Black,	Blue,	Red,	Cream,	Chocolate,	Lavender,	

Cinnamon,	Fawn)	

Tabby	........................................2944	2945	

(Any	solid,	tortie	or	silver	color	when	combined	with	

any	tabby	pattern	(classic,	mackerel,	patched,	spotted,	

ticked)	excluding	tabby	and	white,	mink	tabby	and	sepia	

tabby.)	

Bi-color	.....................................2960	2961	

(All	colors	and	patterns	(except	white),	with	any	

amount	of	white	in	any	distribution	except	lockets.)	

ODRC	(Other	Devon	Rex	Colors)	................2990	2991	

(Any	other	color	or	pattern	as	defined	in	the	Show	

Standards	and	Other	Devon	Rex	Colors	and	patterns.)	

	

EGYPTIAN	MAU	
Silver	.......................................0842	0843	

Bronze	.......................................0844	0845	

Smoke	........................................0846	0847	

	

EUROPEAN	BURMESE	
Solid	........................................1500	1501	

(Blue,	Brown,	Chocolate,	Cream,	Lilac,	Red)	

Parti-Color...................................	-	-	1521	

(Brown	Tortoiseshell,	Chocolate	Tortoiseshell,	

Blue-Cream,	Lilac	Cream)	

	

HAVANA	BROWN	
Brown	........................................0408	0409	

	

JAPANESE	BOBTAIL	

LONGHAIR	DIVISION	
Solid	Colors	.................................6700	6701	

(White,	Black,	Chocolate,	Red,	Blue,	Lilac,	Cream)	

Black	&	White	................................6760	6761	

Red	&	White/Red	Tabby	&	White	

Red	Patterned	and	White	......................6762	6763	

(red	&	white	areas	may	have	tabby	striping	or	spotting)	

Other	Bi-Colors	..............................6792	6793	

(Chocolate	and	White,	Blue	and	White,	Lilac	and	White,	

Cream	and	White,	Brown	Tabby/Patterned	and	White,	Blue	
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Tabby/Patterned	and	White,	Chocolate	Tabby/Patterned	

and	White,	Lilac	Tabby/Patterned	and	White,	Cream	

Tabby/Patterned	and	White,	Chocolate	Silver	

Tabby/Patterned	and	White,	Silver	Tabby/Patterned	and	

White,	Blue	Silver	Tabby/Patterned	and	White,	Lilac	

Silver	Tabby/Patterned	and	White,Cameo	Tabby/Patterned	

and	White,	Cream	Cameo	Tabby/Patterned	and	White,	Black	

Smoke	and	White,	Chocolate	Smoke	and	White,	Blue	Smoke	

and	White,	Lilac	Smoke	and	White,	Red	Smoke	(Cameo)	and	

White,	Cream	Smoke	(Cream	Cameo)	and	White.)	

Mi-Ke	(tri-color)	............................	-	-	6749	

(black,	red,	and	white)	

Other	Mi-Ke	(tri-color)	Colors	...............	-	-	6719	

(Chocolate	Mike;	Dilute	Mi-Ke;	Lilac	Mike;	Patterned	

Mi-Ke;	Dilute	Patterned	Mi-Ke;	Tortoiseshell	and	White;	

Blue	Cream	and	white;	Silver	Patterned	Mi-Ke;	Dilute	

Silver	Patterned	Mi-Ke;	Smoke	Mi-Ke;	Chocolate	Smoke	

Mike;	Chocolate	Lilac(Lavender)	Smoke	Mike.		

Parti-Colors	................................	-	-	6747	

(Tortoiseshell,	Chocolate	Tortoiseshell,	Blue-Cream,	

Lilac-Cream)	
OJBC	(Other	Japanese	Bobtail	Colors)	.........6790	6791	

(Tabby/Patterned	colors	[Brown,	Chocolate,	Blue,	Lilac,	

Red,	Cream,	Silver,	Chocolate	Silver,	Blue	Silver,	

Lilac	Silver,Cameo,	Cream	Cameo],	Patched	Tabby/Patched	

Patterned	colors	[Brown	Patched,	Chocolate	Patched,	

Blue	Patched,	Lilac	Patched,	Silver	Patched,	Chocolate	

Silver	Patched,	Dilute	Silver	Patched,	Lilac	Silver	

Patched],	Other	Smoke	colors	[Black	Smoke,	Chocolate	

Smoke,	Blue	Smoke,	Lilac	Smoke,	Red	Smoke	(Cameo),	

Cream	Smoke	(Cream	Cameo),	Tortoiseshell	Smoke,	

Chocolate	Tortoiseshell	Smoke,	Blue-Cream	Smoke	and	

Lilac	Cream	Smoke].		

Colorpoint	and	Colorpoint	and	White	(Any	of	the	

following	colors	with	white:	including	but	not	limited	

to	solid	or	tabby	point	restricted	colors	and	pointed	

and	white	colors:	Black	(Seal),	Red,	Cream,	Chocolate,	

Lilac,	Blue,	Tortoiseshell,	Blue-Cream,	Smoke,	Dilute	

Smoke,	and	all	of	these	colors	in	lynx	pattern.	Also,	

all	of	these	colors	with	white	or	colors	with	lynx	

pattern	and	white	or	any	colors	genetically	possible	in	

the	breed.	Any	other	colors	or	pattern	or	combination	

thereof	except	coloring	showing	the	evidence	of	

hybridization	resulting	in	un-patterned	agouti	[i.e.	

Abyssinian	coloring]	or	that	color/pattern	with	white.)	

	

SHORTHAIR	DIVISION	
Solid	Colors	.................................6600	6601	

(White,	Black,Chocolate,	Red,	Blue,	Lilac	
Black	&	White.................................6660	6661	

Red	&	White/Red	Tabby	&	White/	

Red	Patterned	and	White	......................6662	6663	

(red	&	white	areas	may	have	tabby	striping	or	spotting)	

Other	Bi-Colors...............................6692	6693	

(Chocolate	and	White,	Blue	and	White,	Lilac	and	White,	

Cream	and	White,	Brown	Tabby/Patterned	and	White,	Blue	

Tabby/Patterned	and	White,	Chocolate	Tabby/Patterned	

and	White,	Lilac	Tabby/Patterned	and	White,	Cream	

Tabby/Patterned	and	White,	Chocolate	Silver	

Tabby/Patterned	and	White,	Silver	Tabby/Patterned	and	

White,	Blue	Silver	Tabby/Patterned	and	White,	Lilac	

Silver	Tabby/Patterned	and	White,Cameo	Tabby/Patterned	

and	White,	Cream	Cameo	Tabby/Patterned	and	White,	Black	

Smoke	and	White,	Chocolate	Smoke	and	White,	Blue	Smoke	

and	White,	Lilac	Smoke	and	White,	Red	Smoke	(Cameo)	and	

White,	Cream	Smoke	(Cream	Cameo)	and	White.)	

Mi-Ke	(tri-color)	............................	-	-	6649	

(black,	red,	and	white)		

Other	Mi-Ke	(tri-color)	Colors	...............	-	-	6619	

(Chocolate	Mike;	Dilute	Mi-Ke;	Lilac	Mike;	Patterned	

Mi-Ke;	Dilute	Patterned	Mi-Ke;	Tortoiseshell	and	White;	

Blue	Cream	and	white;	Silver	Patterned	Mi-Ke;	Dilute	

Silver	Patterned	Mi-Ke;	Smoke	Mi-Ke;	Chocolate	Smoke	

Mike;	Chocolate	Lilac	Smoke	Mike.	

Parti-Colors	.................................	-	-	6647	

(Tortoiseshell,	Chocolate	Tortoiseshell,	Blue-Cream,	

Lilac-Cream)	

OJBC	(Other	Japanese	Bobtail	Colors)	.........6690	6691	

(Tabby/Patterned	colors	[Brown,	Chocolate,	Blue,	Lilac,	

Red,	Cream,	Silver,	Chocolate	Silver,	Blue	Silver,	

Lilac	Silver,Cameo,	Cream	Cameo],	Patched	Tabby/Patched	

Patterned	colors	[Brown	Patched,	Chocolate	Patched,	

Blue	Patched,	Lilac	Patched,	Silver	Patched,	Chocolate	

Silver	Patched,	Dilute	Silver	Patched,	Lilac	Silver	

Patched],	Other	Smoke	colors	[Black	Smoke,	Chocolate	

Smoke,	Blue	Smoke,	Lilac	Smoke,	Red	Smoke	(Cameo),	

Cream	Smoke	(Cream	Cameo),	Tortoiseshell	Smoke,	

Chocolate	Tortoiseshell	Smoke,	Blue-Cream	Smoke	and	

Lilac	Cream	Smoke].		

Colorpoint	and	Colorpoint	and	White	(Any	of	the	

following	colors	with	white:	including	but	not	limited	

to	solid	or	tabby	point	restricted	colors	and	pointed	

and	white	colors:	Black	(Seal),	Red,	Cream,	Chocolate,	

Lilac,	Blue,	Tortoiseshell,	Blue-Cream,	Smoke,	Dilute	

Smoke,	and	all	of	these	colors	in	lynx	pattern.	Also,	

all	of	these	colors	with	white	or	colors	with	lynx	

pattern	and	white	or	any	colors	genetically	possible	in	

the	breed.	Any	other	colors	or	pattern	or	combination	

thereof	except	coloring	showing	the	evidence	of	

hybridization	resulting	in	un-patterned	agouti	[i.e.	

Abyssinian	coloring]	or	that	color/pattern	with	white.)	

	

JAVANESE	
(See	Balinese)	

	

KORAT	
Silver-Tipped	Blue	...........................0504	0505	

	

LAPERM	

LONGHAIR	DIVISION	
All	Championship	Colors	......................6000	6001	

(All	accepted	colors	as	defined	in	the	Show	Standards.)	

	

SHORTHAIR	DIVISION	
All	Championship	Colors	......................6300	6301	

(All	accepted	colors	as	defined	in	the	Show	Standards.)	

	

MANX	

LONGHAIR	DIVISION	
Blue-Eyed	White	..............................1600	1601	

Copper-Eyed	White	............................1602	1603	

Odd-Eyed	White	...............................1604	1605	

Blue	.........................................1606	1607	
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Black	........................................1608	1609	

Red	..........................................1610	1611	

Cream	........................................1614	1615	

Chinchilla	Silver	............................1630	1631	

Shaded	Silver.................................1632	1633	

Black	Smoke	..................................1634	1635	

Blue	Smoke	...................................1638	1639	

Silver	&	Blue	SilverTabby	....................1636	1637	

(includes	patched	tabbies)	

Silver	&	Blue	Silver	Mackerel	Tabby	........1636M	1637M	

(includes	patched	tabbies)	

Red	Tabby	....................................1640	1641	

Red	Mackerel	Tabby	.........................1640M	1641M	

Brown	Tabby	(includes	patched	tabbies)	.......1644	1645	

	

Brown	Mackerel	Tabby	(includes	patched	tabbies)		

......1644M	1645M	

Blue	Tabby	(includes	patched	tabbies)	........1652	1653	

Blue	Mackerel	Tabby	(includes	patched	tabbies)		

......1652M	1653M	

Cream	Tabby	..................................1654	1655	
Cream	Mackerel	Tabby	.......................1654M	1655M	

Tortoiseshell	................................	-	-	1647	

Calico/Tortoiseshell	&	White	.................	-	-	1649	

(Calico,	Tortoiseshell	&	White	[White	with	Black	&	

Red],	Dilute	Calico,	Blue-Cream	&	White	[White	with	

Blue	&	Cream])	

Blue-Cream	...................................	-	-	1651	

Bi-Color	.....................................1660	1661	

Manx	solid	colors	(Blue,	Black,	Red	Cream,	Blue	Smoke,	

Black	Smoke,	Red	Smoke	(Cameo	Smoke),	Cream	Smoke	

(Dilute	Cameo	Smoke),	with	the	addition	of	white	

Tabby	&	White	................................1692	1693	

[All	recognized	Manx	tabby	colors	and	patterns	with	

the	addition	of	white]	

OMC	(Other	Manx	Colors)	......................1690	1691	

(Any	other	color	or	pattern	with	the	exception	of	

those	showing	hybridization	resulting	

in	the	colors	chocolate,	lavender,	the	Himalayan	

pattern,	or	these	combinations	with	white.	

Cats	with	no	more	white	than	a	locket	and/or	button	

do	not	qualify	for	these	color	classes.	Such	cats	

shall	be	judged	in	the	color	class	of	their	basic	color	

with	no	penalty	for	such	locket	and/or	button.	

	

SHORTHAIR	DIVISION	
Blue-Eyed	White	..............................0600	0601	

Copper-Eyed	White	............................0602	0603	

Odd-Eyed	White	...............................0604	0605	
Blue	.........................................0606	0607	

Black	........................................0608	0609	

Red	..........................................0610	0611	

Cream.........................................0614	0615	

Chinchilla	Silver	............................0630	0631	

Shaded	Silver	................................0632	0633	

Black	Smoke	..................................0634	0635	

Blue	Smoke	...................................0638	0639	

Silver	&	Blue	Silver	Tabby....................0636	0637	

(includes	patched	tabbies)	

Silver	&	Blue	Silver	Mackerel	Tabby	........0636M	0637M	

(includes	patched	tabbies)	

Red	Tabby	....................................0640	0641	

Red	Mackerel	Tabby	.........................0640M	0641M	

Brown	Tabby	(includes	patched	tabbies)	.......0644	0645	

Brown	Mackerel	Tabby	(includes	patched	tabbies)	

......0644M	0645M	

Blue	Tabby	(includes	patched	tabbies)	 .......0652	0653	

Blue	Mackerel	Tabby	(includes	patched	tabbies)	

......0652M	0653M	

Cream	Tabby	..................................0654	0655	

Cream	Mackerel	Tabby	.......................0654M	0655M	

Tortoiseshell	................................	-	-	0647	

Calico/Tortoiseshell	&	White	.................	-	-	0649	

(Calico,	Tortoiseshell	&	White	[White	with	Black	&	

Red],	Dilute	Calico,	Blue-Cream	&	White	[White	with	

Blue	&	Cream])	

Blue-Cream....................................	-	-	0651	

Bi-Color	.....................................0660	0661	

Manx	solid	colors	(Blue,	Black,	Red	Cream,	Blue	Smoke,	

Black	Smoke,	Red	Smoke	(Cameo	Smoke),	Cream	Smoke	

(Dilute	Cameo	Smoke),	with	the	addition	of	white	

Tabby	&	White	................................0692	0693	

[All	recognized	Manx	tabby	colors	and	patterns	with	

the	addition	of	white]	

OMC	(Other	Manx	Colors)	......................0690	0691	

(Any	other	color	or	pattern	with	the	exception	of	those	

showing	hybridization	resulting	in	the	colors	

chocolate,	lavender,	the	Himalayan	pattern,	or	these	

combinations	with	white.	Cats	with	no	more	white	than	a	

locket	and/or	button	do	not	qualify	for	these	color	

classes.	Such	cats	shall	be	judged	in	the	color	class	

of	their	basic	color	with	no	penalty	for	such	locket	

and/or	button.	

	

OCICAT	
Tawny	Spotted.................................0208	0209	

Cinnamon	Spotted	.............................0210	0211	

Chocolate	Spotted	............................0216	0217	

Dilute	Spotted	...............................0240	0241	

(Blue,	Fawn,	Lavender)	

Ebony	Silver	Spotted	.........................0212	0213	

Cinnamon	Silver	Spotted.......................0220	0221	

Chocolate	Silver	Spotted	.....................0226	0227	

Dilute	Silver	Spotted	........................0232	0233	

(Blue	Silver,	Fawn	Silver,	Lavender	Silver)	

	

ORIENTAL	

LONGHAIR	DIVISION	
Solid	Color	Class	............................4300	4301	

(Blue,	Chestnut,	Cinnamon,	Cream,	Ebony,	Fawn,	

Lavender,	Red,	White)	

Shaded	Class	.................................4332	4333	

(Blue	Silver,	Chestnut	Silver,	Cinnamon	Silver,	Cream	

Silver	[Dilute	Cameo],	Ebony	Silver,	Fawn	Silver,	

Lavender	Silver,	Parti-Color	Silver,	Red	Silver	

[Cameo],	Blue	Golden,	Chestnut	Golden,	Cinnamon	Golden,	

Cream	Golden,	Ebony	Golden,	Fawn	Golden,	Lavender	

Golden,	Parti-Color	Golden,	Red	Golden)	

Smoke	Class	..................................4334	4335	

(Blue,	Red	[Cameo],	Cream	[Dilute	Cameo],	Chestnut,	

Cinnamon,	Ebony,	Fawn,	Lavender,	Parti-Color	Smoke)	

Classic	Tabby	Class	........................4336C	4337C	

(Blue,	Blue-Silver,	Blue	Patched,	Blue-Silver	
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Patched,	Chestnut,	Chestnut-Silver,	Chestnut	Patched,	

Chestnut-Silver	Patched,	Cinnamon,	Cinnamon-Silver,	

Cinnamon	Patched,	Cinnamon-Silver	Patched,	Ebony,	

Ebony-Silver,	Ebony	Patched,	Ebony-Silver	Patched,	

Fawn,	Fawn-Silver,	Fawn	Patched,	Fawn-Silver	Patched,	

Lavender,	Lavender-Silver,	Lavender	Patched,	Lavender-

Silver	Patched,	Red,	Red-Silver	[Cameo],	Cream,	Cream	

Silver	[Dilute	Cameo]	in	the	Classic	Tabby	Pattern.)	

Mackerel	Tabby	Class	.......................4336M	4337M	

(see	colors	under	Classic	Tabby	Class)	

Spotted	Tabby	Class	........................4336S	4337S	

(see	colors	under	Classic	Tabby	Class)	

Ticked	Tabby	Class	.........................4336T	4337T	

(see	colors	under	Classic	Tabby	Class)	

Parti-Color	Class	............................	-	-	4347	

(Blue-Cream,	Chestnut-Tortie,	Cinnamon-Tortie,	

Ebony-Tortie,	Fawn-Cream,	Lavender-Cream)	

Pointed	Color	Class	..........................4430	4431	

(Red,	Cream,	Cinnamon,	Fawn,	Seal	Lynx	Chocolate	Lynx,	

Blue	Lynx,	Lilac	Lynx,	Red	Lynx,	Cream	Lynx,	Cinnamon	

Lynx,	Fawn	Lynx,	Seal-Tortie	Lynx,	Chocolate-Tortie	

Lynx,	Blue-Cream	Lynx,	Lilac-Cream	Lynx,	Cinnamon-

Tortie	Lynx,	Fawn-Cream	Lynx,	Seal-Tortie,	Chocolate-

Tortie,	Blue-Cream,	Lilac-Cream,	Cinnamon-Tortie,	Fawn-

Cream,	Shaded,	Smoke,	and	Silver	Lynx)	

Bi-Color	Class	...............................4390	4391	

(All	established	colors	and	patterns	for	parti-colors,	

shadeds,	smokes,	solids,	tabbies	and	pointeds	with	the	

addition	of	white.)	

	

SHORTHAIR	DIVISION	
Solid	Color	Class.............................2300	2301	

(Blue,	Chestnut,	Cinnamon,	Cream,	Ebony,	Fawn,	

Lavender,	Red,	White)	

Shaded	Class	.................................2332	2333	

(Blue	Silver,	Chestnut	Silver,	Cinnamon	Silver,	Cream	

Silver	[Dilute	Cameo],	Ebony	Silver,	Fawn	Silver,	

Lavender	Silver,	Parti-Color	Silver,	Red	Silver	

[Cameo],	Blue	Golden,	Chestnut	Golden,	Cinnamon	Golden,	

Cream	Golden,	Ebony	Golden,	Fawn	Golden,	Lavender	

Golden,	Parti-Color	Golden,	Red	Golden)	

Smoke	Class	..................................2334	2335	

(Blue,	Red	[Cameo],	Cream	[Dilute	Cameo],	Chestnut,	

Cinnamon,	Ebony,	Fawn,	Lavender,	Parti-Color	Smoke)	

Classic	Tabby	Class	........................2336C	2337C	

(Blue,	Blue-Silver,	Blue	Patched,	Blue-Silver	Patched,	

Chestnut,	Chestnut-Silver,	Chestnut	Patched,	Chestnut-

Silver	Patched,	Cinnamon,	Cinnamon-Silver,	Cinnamon	

Patched,	Cinnamon-Silver	Patched,	Ebony,	Ebony-Silver,	

Ebony	Patched,	Ebony-Silver	Patched,	Fawn,	Fawn-Silver,	

Fawn	Patched,	Fawn-Silver	Patched,	Lavender,	Lavender-

Silver,	Lavender	Patched,	Lavender-Silver	Patched,	Red,	

Red-Silver	[Cameo],	Cream,	Cream	Silver	[Dilute	Cameo]	

in	the	Classic	Tabby	Pattern.)	

Mackerel	Tabby	Class	.......................2336M	2337M	

(see	colors	under	Classic	Tabby	Class)	

Spotted	Tabby	Class	........................2336S	2337S	

(see	colors	under	Classic	Tabby	Class)	

Ticked	Tabby	Class..........................2336T	2337T	

(see	colors	under	Classic	Tabby	Class)	

Parti-Color	Class	............................	-	-	2347	

(Blue-Cream,	Chestnut-Tortie,	Cinnamon-Tortie,	

Ebony-Tortie,	Fawn-Cream,	Lavender-Cream)	

Pointed	Color	Class	..........................2430	2431	

(Red,	Cream,	Cinnamon,	Fawn,	Seal	Lynx,	Chocolate	Lynx,	

Blue	Lynx,	Lilac	Lynx,	Red	Lynx,	Cream	Lynx,	Cinnamon	

Lynx,	Fawn	Lynx,	Seal-Tortie	Lynx,	Chocolate-Tortie	

Lynx,	Blue-Cream	Lynx,	Lilac-Cream	Lynx,	Cinnamon-

Tortie	Lynx,	Fawn-Cream	Lynx,	Seal-Tortie,	Chocolate-

Tortie,	Blue-Cream,	Lilac-Cream,	Cinnamon-Tortie,	Fawn-

Cream,	Shaded,	Smoke,	and	Silver	Lynx)	

Bi-Color	Class	...............................2390	2391	

(All	established	colors	and	patterns	for	 parti-colors,	

shadeds,	smokes,	solids,	tabbies	 and	pointeds	with	the		

addition	of	white.)	

	

ショートヘアーディビジョン︓サイアミーズあるいはカラー
ポイント．2010 年6 ⽉15 ⽇よりあとに⽣まれたオリエン
タルのリターに有効．オリエンタルリター（ショートヘアー
ディビジョン）でポインティッドからポインディッドへの繁
殖のもの（すなわち，ポインティッドオリエンタル（ショー
トヘアーディビジョン）間の掛け合わせや，サイアミーズま
たはカラーポイントショートヘアーやポインティッドオリエ
ンタルとの掛け合わせ）は認められない．そのような掛け合
わせは2010 年6 ⽉15 ⽇より後に⽣まれたリターは登録出
来ない． 
 
上記の制限は他の団体や登録団体から移⼊された個別の猫に
は適応されない．そのよう猫はCFA においてはオリエンタル
のAOV として登録される． 
 
ロングヘアーディビジョン︓サイアミーズ，カラーポイン
ト，バリニーズ（あるいはジャバニーズ）．2013 年7 ⽉15
⽇よりあとに⽣まれたリターに適⽤される．ポイントのオリ
エンタルロングヘアーとロングヘアーキャリアを親に持ち，
相⼿がサイアミーズ，カラーポイントショートヘアー，ある
いはポイントのオリエンタルとの交配からのリターあるいは
単独の⼦猫は登録禁⽌である．ポイントオリエンタルロング
ヘアーあるいはロングヘアーキャリアからのリターでバリニ
ーズが交配相⼿の場合は，2016 年1 ⽉1 ⽇までオリエンタ
ルとして登録することができる． 
 
上記の制限は他の団体や登録団体から移⼊された個別の猫に
は適応されない．そのよう猫はCFA においてはオリエンタル
のAOV として登録される． 
	

RUSSIAN	BLUE	
Blue	.........................................0500	0501	

	

SCOTTISH	FOLD	

LONGHAIR	DIVISION	
Solid	Color	..................................8400	8401	

(White,	Black,	Blue,	Red,	Cream,	Chocolate,	Lilac,	

Cinnamon,	Fawn)	

Tabby	........................................8436	8437	

[All	colors	and	combinations	of	colors	with	the	

addition	of	a	Tabby	Pattern	(classic,	mackerel,	

spotted,	ticked	and	patched)]	

Tabby	&	White	................................8492	8493	

[All	Tabby	Colors	and	Combinations	of	Colors	in	any	

Tabby	Pattern	(classic,	mackerel,	spotted,	ticked	and	

patched)]	with	the	addition	of	white)]	
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Parti-Color	&	Bi-Color	.......................8446	8447	

(Tortoiseshell,	Tortoiseshell	&	White,	Chocolate	

Tortoiseshell,	Chocolate	Tortoiseshell	&	White,	

Cinnamon	Tortoiseshell,	Cinnamon	Tortoiseshell	&	White,	

Calico,	Dilute	Calico,	Blue-Cream,	Blue-Cream	&	White,	

Lilac-Cream,	Lilac-Cream	&	White,	Fawn-Cream,	Fawn-

Cream	&	White,	Pointed	&	White,	and	all	established	

solid	colors	with	the	addition	of	white)		

Pointed	......................................8478	8479	

(All	colors	and	patterns	combined	with	the	Pointed	

Pattern,	excluding	Pointed	&	White)	

Other	Scottish	Fold	Colors	...................8428	8429	

(Any	Other	Color	or	Combination	of	Colors	and	Patterns)	

	

SHORTHAIR	DIVISION	
Solid	Color	..................................8800	8801	

(White,	Black,	Blue,	Red,	Cream,	Chocolate,	Lilac,	

Cinnamon,	Fawn)	

Tabby	........................................8836	8837	

[All	colors	and	combinations	of	colors	with	the	

addition	of	a	Tabby	Pattern	(classic,	mackerel,	

spotted,	ticked	and	patched)]	

Tabby	&	White	................................8892	8893	

[All	Tabby	Colors	and	Combinations	of	Colors	in	any	

Tabby	Pattern	(classic,	mackerel,	spotted,	ticked	and	

patched)]	with	the	addition	of	white)]	

Parti-Color	&	Bi-Color	.......................8846	8847	

(Tortoiseshell,	Tortoiseshell	&	White,	Chocolate	

Tortoiseshell,	Chocolate	Tortoiseshell	&	White,	

Cinnamon	Tortoiseshell,	Cinnamon	Tortoiseshell	&	White,	

Calico,	Dilute	Calico,	Blue-Cream,	Blue-Cream	&	White,	

Lilac-Cream,	Lilac-Cream	&	White,	Fawn-Cream,	Fawn-

Cream	&	White,	Pointed	&	White,	and	all	established	

solid	colors	with	the	addition	of	white)		

Pointed	......................................8878	8879	

(All	colors	and	patterns	combined	with	the	Pointed	

Pattern,	excluding	Pointed	&	White)	

Other	Scottish	Fold	Colors....................8828	8829	

(Any	Other	Color	or	Combination	of	Colors	and	Patterns)	

	

SELKIRK	REX	

LONGHAIR	DIVISION	
All	Championship	Colors	......................5700	5701	

(All	accepted	colors	as	defined	in	the	Show	Standards.)	

	

SHORTHAIR	DIVISION	
All	Championship	Colors	......................4700	4701	

(All	accepted	colors	as	defined	in	the	Show	Standards.)	

	

SIAMESE	
Chocolate	Point	..............................0270	0271	

Seal	Point	...................................0272	0273	

Lilac	Point	..................................0274	0275	

Blue	Point	...................................0276	0277	

	

SINGAPURA	
Sepia	........................................2700	2701	

	

SOMALI	
Ruddy	........................................1380	1381	

Red	..........................................1382	1383	

Blue	.........................................1384	1385	

Fawn	.........................................1386	1387	
	

SPHYNX	
Solid	........................................5000	5001	

Bi-Color	.....................................5060	5061	

(Any	color	or	pattern	with	White)	

Other	Sphynx	Colors...........................5090	5091	

(Any	other	color	or	pattern	that	is	not	a	solid	

or	bi-color)	

	

TONKINESE	
Blue	Mink	....................................2600	2601	

Champagne	Mink	...............................2602	2603	

Natural	Mink	.................................2606	2607	

Platinum	Mink	................................2608	2609	

Pointed	Class	................................2636	2637	

(Natural,	Blue,	Champagne,	Platinum)	

Solid	Class	..................................2626	2627	

(Natural,	Blue,	Champagne,	Platinum)	

 

第３１章 

ＡＯＶクラス 
 

American	Curl	–	Longhair	Division	............8198	8199	
American	Curl	–	Shorthair	Division	...........8298	8299	
American	Shorthair	...........................0798	0799	

American	Wirehair	............................9998	9999	

Balinese	(including	shorthairs)	..............1298	1299	

Balinese-Javanese	(including	shorthairs)	.....2098	2099	

Bengal........................................9298	9299	

(Melanistic	&	smoke	patterns,	AOV	colors	and	Longhair)	

British	Shorthair	............................2598	2599	

Burmilla,	Longhair	Division	..................4598	4599	

Burmilla,	Shorthair	Division	.................5598	5599	

Colorpoint	Shorthair	.........................2298	2299	

(Seal	Point,	Blue	Point,	Chocolate	Point,	Lilac	Point)	

Cornish	Rex	..................................0998	0999	

Devon	Rex	....................................2998	2999	

Exotic........................................7798	7799	

Havana	Brown..................................0418	0419	

Japanese	Bobtail	–	Longhair	Division	.........6798	6799	
Japanese	Bobtail	–	Shorthair	Division	........6698	6699	
Maine	Coon	...................................1798	1799	

Manx	–	Longhair	Division	.....................1698	1699	
Manx	–	Shorthair	Division	....................0698	0699	
Ocicat	.......................................0248	0249	

(Excepting	those	exhibiting	characteristics	

specifically	listed	as	a	disqualifying	feature,	

all	non-spotted	or	non-agouti	representatives	

of	the	breed	to	include	classic	tabby,	ticked	tabby,	

solid	(with	or	without	ghost	markings)	and	smoke.)	

Persian	–	Solid	Division	.....................0198	0199	
Persian	–	Silver	&	Golden	Division	...........1198	1199	
Persian	–	Smoke	&	Shaded	Division	............1394	1395	
Persian	–	Tabby	Division	.....................1498	1499	
Persian	–	Parti-Color	Division	...............1496	1497	
Persian	–	Calico	&	Bi-Color	Division	.........1396	1397	
Persian	–	Himalayan	Division	.................3298	3299	
Scottish	Fold	–	Longhair	Division	............8498	8499	
Scottish	Fold	–	Shorthair	Division	...........8898	8899	
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Selkirk	Rex	–	Longhair	Division...............5798	5799	
Selkirk	Rex	–	Shorthair	Division	.............4798	4799	
Somali........................................1398	1399	

Tonkinese.....................................2698	2699	

Turkish	Angora	...............................1898	1899	

 

第３２章 

プロビジョナルブリード 
 

現在はなし 

 

第３３章その他の 

（ミセラニアス）ブリード 
以下のリストのブリードはこのディビジョンに出陳資格 
がある．以下にリストされていないものでも，CFA 登 
録が認められたブリードは登録の許可後，直ちにこの 
ディビジョンへのエントリーの資格がある． 
 

Khoa	Manee	..................................8500	8501	

(Shorthair	Specialty	Rings)	

Lykoi	.......................................8700	8701	

(Shorthair	Specialty	Rings)	

Toybob	(Longhair	and	Shorthair)	.............7900	7901	

(Shorthair	Specialty	Rings)	

 

 

第３４章 

ハウスホールドペットのナンバー 
 

Household	Pets	.............................0892	0893	

 

 

第３５章 

規則違反/資格剥奪 
 

35.01 誤ったクラス，正しくない名前，オーナー名，レジ
ストレーションナンバー（CFA 登録番号）で出陳さ
れた猫／キツンはセントラルオフィスによって失格と
され，すべての賞は無効となる． 

 
35.02 エントリー締め切りまでにエントリーフォームが提

出されなかった猫／キツンは失格対象となる．出陳さ
れた猫／キツンはショーのエントリーのために提出さ
れたエントリーフォームと⼀致しなくてはならない． 

 
35.03 ショー委員会が病気の存在を⽰す⼗分な証拠を⾒出

した後，ショーマネージャーは病気の猫／キツンを直
ちに退場させる責務を持つ．ただしそのような猫／キ
ツンの退場前に得た賞は有効である． 

 
35.04 猫が審査任務に関する旅⾏とともに輸送された時，

審査を⾏うジャッジによって運ばれた猫は、そのジャ
ッジのリングに出陳してはならない．当該ショーで審
査をするジャッジによってショーに運ばれ、そのジャ
ッジの元に出陳された猫／キツンは失格対象となる． 

 

35.05 出陳者，ジャッジ，クラーク，ショー委員会のメン
バー等で，猫／キツンがノミ，⽿ダニ，あるいは伝染
性の疾患を持っている疑いをもった者は，ショーマネ
ージャーにそのことを報告しなければならない．ショ
ーマネージャーはショー委員会による会議を招集し，
ショー会場から退場させるに⾜る証拠があるか否か決
定する．このような申し⽴てを調査して適切な⾏動を
決定することはショー委員会の責務である．苦情を持
ち込んだ⼈，⼀⼈あるいは複数の委員会メンバーの個
⼈的観察，委員会が選んだ他の⼈々，そのショーのジ
ャッジ，あるいは出陳者の中の獣医などの意⾒を考慮
する必要があり，ショー委員会の多数決によって決定
がなされなくてはならない．退場の決定が下された場
合，同じ出陳者に所属する他のすべての出陳猫／キツ
ン（代理出陳を含む），さらにはその出陳者の居所か
ら運ばれた猫／キツンは，ベンチング（待機）および
審査される区域から退場されなくてはならない．疑い
のある猫／キツンがショーの開催された州の免許を持
つ獣医によって診察され，健康証明書がショー委員会
に提⽰された場合にのみ，ショー会場に再⼊場するこ
とができる．この獣医による診察を疑わしいエントリ
ーが受けることは，オーナーあるいはエージェント
（代理⼈）の責務である． 

 
35.06 これらの規則に違反することによってショー会場か

ら退去させられた猫／キツンはすべてのリングで失格
とされなければならない． 

 
35.07 これらのルールに違反したエントリーはショー委員

会によってすべてのリングで失格となる．もし過去に
失格にされなかったとしても，このルールに反して出
陳されたいかなるエントリーも失格にする（⽖を除去
された猫／キツン，成猫のオスで２つの睾丸を持たな
いもの）．セントラルオフィスはこのルールに反して
出陳された猫について，過去に失格になってないとし
ても，すべてのリングで失格とし，賞は無効になる． 

 
35.08 失格となった猫／キツンは 10.02 と 35.05 による

獣医によって退場させられた猫である場合を除いて，
そのリングでの受賞の資格がない． 

 
35.09 ショー役員，ジャッジ，出陳者，クラブのメンバー

によるこれらのルールの違反を告発する異議申し⽴て
は，出陳者，任務に就いているジャッジ，あるいは
CFA メンバークラブのメンバーによって⾏われ，シ
ョー委員会に対して書⾯で⾏う．ショーの際か，ショ
ーから 30 ⽇以内にショー委員会は申し⽴てられた違
反に関するすべての関係のある事実の収集に努⼒しな
ければならない．また，ショー委員会が実質的な証拠
によって異議が正当と認めた場合には，書⾯での異議
申し⽴ておよびショー委員会によって収集された関連
証拠を CFA エグゼクティブボードへ回送しなければ
ならない．しかしながら，違反申⽴⼈は，CFA プロ
テスト委員会（異議申し⽴て委員会）に直接持ち込む
ことを選ぶこともできる． 

 
      エグゼクティブボードは選択肢として，CFA 憲章第

15 条に基づき，容疑をかけられた関係者に通知して
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聴聞を⾏った後に申⽴⼈からの聴聞を⾏ってもよい．
有罪と認められたなら，ボードは CFA 憲章第 15 条
にしたがって処罰を命じなければならない． 

 

35.10 公式に異議申し⽴てがなされたか否かにかかわら
ず，CFA エグゼクティブボードは，容疑のある関係
者にまず通告して聴聞されたいかなるショー委員会，
ジャッジ，出陳者，あるいはクラブのメンバーによる
これらのルールの申し⽴てられた違反を調査するため
の権限を持つ． 

 
35.11 ショー開催当事者︓異議申し⽴てその他によって

CFA メンバークラブに容疑がかけられた場合，以下
の条項に従う．CFA によってライセンスされたショ
ーの開催に関係したそのようなクラブのメンバーによ
って雇⽤されたショー関係事業者の何らかの⾏為や不
作為によるこれらのルールへの違反． 

 
a. ショー開催事業者がライセンスされた事業者で

ある（2.29 項に定義される）違反，⾏為，不
作為がメンバークラブそのもののいかなる指導
の結果でもない場合，メンバークラブはこれら
のルールの違反には当たらない． 
 

b. ショー開催事業者が 2.29 項によるライセンス
されたショー開催事業者でない場合，ショー開
催事業者の⾏為，不作為はメンバークラブの⾏
為，不作為によると考えられる．また，そのメ
ンバークラブは CFA 憲章第 15 条にしたがっ
て，ボードが決定する懲罰措置に付される． 

 
c. 上記のパラグラフ(1)の条項がある特定の容疑

のある違反に適応される場合，CFA 憲章第 15 
条記載の条件と規定についての規則が，関係し
た CFA メンバークラブにおけるのと同じ⽅
法，同じ範囲によってライセンスされたショー
関係者に適応される． 

 
d. 上記パラグラフ(2)の条項が，特定の容疑の違

反にあてはまる場合，CFA 憲章第 15 条記載の
条件と規定についての規則が，ボードによって
認定された容疑のある違反の原因である⾏為や
不作為を⾏った個⼈あるいは個⼈によるグルー
プに，関係した CFA メンバークラブに関して
⾏われたいかなる⾏為であるかにかかわらず適
応される． 

 

第３６章 

ナショナル／リジョナル／ディビ

ジョナルアワードプログラム 
 

得点過程／考え⽅と賞 
はじめに 

 
ザキャットファンシァーズアソシエーションインク(CFA)は
ナショナル／ディビジョナルとリジョナルレベルにおけるア
ワードのための⾎統猫／キツンそしてハウスホールドペット

の競技プログラムを提供する．世界中で開催される CFA 認
可ショーにおいて競技するすべての有資格猫がこのプログラ
ムに⾃動的に参加できる． 
 
アワード（賞）は以下に規定されるルールと制限において，
ショーシーズンを通じて蓄積されたポイントによる．ポイン
トは各々のショーでの競争と達成した勝利の公式カウントを
もとにする． 
 
＜重要＞スコアリングセクションのキツンスコアリングに関
する情報を参照のこと． 
 

資格 
 
1. チャンピオンシップとプレミアシップクラス－ショール

ールにしたがって出陳され競技されたすべての猫． 
 
2. キツンクラス－ショールールにしたがって出陳され競技

されたすべてのキツンで，かつ個々の登録されているレ
ジストレーションナンバーがショー終了前にマスターカ
タログに記載されたものである。 
以下は出陳者の責任である．1)カタログに印刷されて
いるキツンの CFA レジストレーションナンバーを確認
すること．2)マスタークラークに CFA レジストレーシ
ョンナンバーを通知し，ナンバーを通知した旨のサイン
されたカタログ修正の受け取りを得ること． 

 
3. ハウスホールドペットクラス – 全てのハウスホールド
ペットはショールールに従って競争し、個別にレコーデ
ィングナンバーまたはテンポラリーレジストレーション
ナンバー（TRN）が付与されているか、または⾎統猫
がハウスホールドペットとしてその登録プレフィックス
がハウスホールドペットのカラークラスナンバー
（0892/0893）に変更されている猫で、レコーディン
グナンバーもしくはレジストレーションナンバーをショ
ーが終わる前にマスタークラークによってカタログに⼊
れられる、さらにショーの次の⽕曜⽇の東部時間午後５
時にセントラルオフィスでハウスホールドペットを採点
するためにＣＦＡの現在の価格表に記載されている料⾦
と⼀緒に提供されていること。 
これは出陳者への責任です。 
1.）ハウスホールドペットの CFA レコーディングナン
バーやレジストレーションナンバーがカタログに印刷さ
れていることを確認する。 
2）マスタークラークに CFA レコーディングナンバーや
レジストレーションナンバーを指定し、ナンバーが供給
されたことを⽰す署名済みカタログ補正領収書を⼊⼿す
る。 

 
4. 倫理的処分中の個⼈が所有している猫は，本プログラム

に参加できない． 
 
5. ベテランクラスで競技する猫はこのプログラムへの参加

資格はない． 
 

ショーポイント 
 

オフシャルショーカウント 
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1. それぞれのショーに対して，ジャッジがファイナルを与

えた各カテゴリーに対して決定された公式ショーカウン
トが決定される．これらのカテゴリーは以下に制限され
るものではないが，オールブリードキツン，ロングヘア
ーキツン，ショートヘアーキツン，オールブリードチャ
ンピオンシップ，ロングヘアーチャンピオンシップ，シ
ョートヘアーチャンピオンシップ，オールブリードプレ
ミアシップ，ロングヘアープレミアシップ，ショートヘ
アープレミアシップそして、ハウスホールドペットを含
む． 
 

2. それぞれのショーで競技した猫／キツン／ハウスホール
ドペットはオフィシャルショーカウントを確定するため
それぞれのカテゴリー内で計数される。カタログに TRN
または恒久的な登録番号が印刷されている、またはマス
タークラークによってインクでカタログに追加された⼦
猫はリストに載っていない⼦猫でも、カウントされる。
ノービス、AOVはオフシャルカウントにはカウントされ
ない。 
 

3. 中国以外の地域、すなわちリジョン１〜９およびインタ
ーナショナル・ディビジョン（⾹港とマカオの特別⾏政
区域を含む）で開催されるショーでは、ひとつのリング
でジャッジがハンドリングしたキツン／猫／ハウスホー
ルドペットは、すべてのリングで競技したとカウントさ
れる。 
中国のショーで競うチャンピオン/プレミアでは、チャン
ピオン、プレミアの最⾼位の猫は最低でもリングの 80％
に存在していた敗れたベンチドチャンピオンあるいはベ
ンチドプレミアからそれぞれ１ポイントを得る。不⼗分
なメリット(N/A IM)やコンディション(N/A Cond)のた
めに、賞を授与されず、猫が失格になっていない限り、
中国では猫は存在していたとみなされる（規則
11.23,11.24参照）。猫の賞が間違った⾊(W/C)以外の理
由で保留されている場合は、そのリングではアブセント
とみなされる。要件の 80％を確認するには、次の表を参
照の事。 

 

開催リング数 必要リング数 

1 Ring 1 Ring 

2 Rings 2 Rings 

3 Rings 3 Rings 

4 Rings 4 Rings 

5 Rings 4 Rings 

6 Rings 5 Rings 

7 Rings 6 Rings 

8 Rings 7 Rings 

9 Rings 8 Rings 

10 Rings 8 Rings 

 

中国で開催されているいかなるショーでも開催されている
リングの数に基づいて表に指定された数のリングには存在
しない猫は、公式のチャンピオン/プレミアカウントを決
定するためのショーで競争したものとしてカウントされな
い。しかし、これらの猫がリングで獲得したグランドポイ
ントは、その猫の記録に残る。 

 
資格のある勝利 

 
以下の勝利によってポイントが得られる 
1. キツンクラス－現⾏のショールールで与えられるすべて

のファイナルでの賞，およびブリード／ディビジョンの
ベストとセカンドベスト．ポイントは１リングあたりひ
とつの勝利のみであり，それは最⾼点のものである． 
 

2. チャンピオンシップクラス－現⾏のショールールで与え
られるすべてのファイナルでの賞，およびブリード／デ
ィビジョンのベストとセカンドベスト．ポイントは１リ
ングあたりひとつの勝利のみであり，それは最⾼点のも
のである． 

 
3. プレミアシップクラス－現⾏のショールールで与えられ

るすべてのファイナルでの賞，およびブリード／ディビ
ジョンのベストとセカンドベスト．ポイントは１リング
あたりひとつの勝利のみであり，それは最⾼点のもので
ある． 

 
4. ハウスホールドペットクラス－現⾏のショールールで与

えられるすべてのファイナルでの賞， 
 

ショーポイントの決定 
 
ポイントは以下の⽅法で与えられる．これらはそれぞれの 
リングで達成した勝利および競技に参加した猫／キツ 
ン／ハウスホールドペットの公式ショーカウントにもとづ
く． 
 
資格のある勝利 
1. ベストキャット／キツン／ハウスホールドペット－負か

せたそれぞれの猫／キツン／ハウスホールドペットから
１ポイント得る． 
 

2. セカンドベストキャット／キツン／ハウスホールドペッ
ト（HHP）－ベストキャット／キツン／HHPの 95%の
ポイント，サードベストキャット／キツン／HHP－ 
90%，フォースベスト 85%，フィフスベスト 80%（以
下 5%ずつ減少）． 
 

3. ベストブリード／ディビジョン－ブリード／ディビジョ
ンで負かせたそれぞれの猫から１ポイント得る． 

 
4. セカンドベストブリード／ディビジョン，ベストブリー

ド／ディビジョンの 95%． 
 
5. 個々のリングにおける達成ポイントは，ショーについて

そのエントリーの総ポイントを決定するために合計され
る． 

 
得点の計算 

 
 ショーシーズンの競技において，猫／ハウスホールドペッ
ト（成猫またはキツン）は得点の多い個々の 100 リングから
のポイントが与えられる．キツンの場合は，キツンとして得
たポイントのうち得点の⾼い個々の 40 リングからのポイン
トが与えられる．キツンとして出陳されたショーシーズンが
いつかにかかわらず，そのキツンが最後にキツンとして分類
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されうる最後の完全な週末のあるショー・シーズンに与えら
れる。アジリティでは、各猫/⼦猫/ハウスホールドペットに
は、上位 15位のショーの結果が表⽰されます。 
 

 もし猫／ハウスホールドペットが 100 リングちょうどかそ
れより少ないリング（キツンの場合は 40 リング）しか出陳
されてないなら、総得点は得られた得点の合計である。アジ
リティについては、猫/⼦猫/ハウスホールドペットのショー
が 15 ショー未満の場合、合計クレジットポイントは獲得した
合計ポイントの合計になる。 
 
 外⾒の情報がポイントに影響を与えることなく変更する場
合があるハウスホールドペットを除き、与えられるポイント
は特定のカラーで競争して得たものに限られる。ふたつ以上
のカラー／タビーパターンの記述によって得られた猫／キツ
ンのポイントは、出陳資格があり、該当するショーシーズン
で最後に⽰されたカラー/タビーパターンの説明の下で獲得し
た合計ポイントを受け取ることが出来る（ショールール 6.11
を参照）。 
 

リジョナルブリードアワードを含むリジョナルアワードの
対象となる猫／キツン／ハウスホールドペットは最低⼀度は
リジョナルアワードエリア内のショーにでなければならな
い。（リジョナル／ナショナル／デビィジョナルの項参照） 
 ナショナルブリードアワードを含むナショナルアワードの
資格を得るため，猫／キツン／ハウスホールドペットは少な
くとも⼀度はその最終的なナショナルに出陳されなくてはな
らない（リジョナル／ナショナル／デビィジョナルの項参
照）。 
 
 ブリード／カラースペシャリティーリングのような，他の
エントリーが審査可能なリング数を越えたリングは，グロー
バル／リジョナルポイントには算⼊されない．同様に、有名
⼈ジャッジ（CFA ライセンスジャッジ、CFA トレイニー、ま
たは承認されたゲストジャッジ以外の者）またはハウスホー
ルドペットだけのショーで開催されたものは CFA アワードの
ポイントにはならない。 
 
［注意］ 
カタログへのレジストレーションナンバーまたはレコーディ
ングナンバーの記載がないことによって⽣じたような，セン
トラルオフィスによって無効とされた勝利の復活や，ショー
で受賞し，あるいはポイントを得たにもかかわらず，猫の記
録には⼊⼒されなかった得点を得ることは，当該ショーの開
始の⽇からさかのぼって21 ⽇前より前までにセントラルオフ
ィスにその問題の猫／キツンの正しく記⼊された登録申請が
受理された場合、もしくはレコーディングナンバーの申請書
がショーパッケージに⼊れられた場合にのみ考慮される。 
 
正しく記⼊された登録申請、レコーディングナンバーの申請
は，猫を登録・記録するのに必要な情報のすべてを含んだも
ので，正しい料⾦が同封されており，なおかつ登録のための
障害が存在しないものである（例，遺伝的に不可能なもの，
同胎の仔猫がすべて登録されてしまっている，等）．このよ
うな申請はショー終了の30 ⽇以内か，ショーシーズンの最終
週の翌⽉曜⽇か，いずれか早い⽇にちまでにCFA セントラル
オフィスに対してなされなくてはならず，正しい猫のレジス
トレーションナンバー，ショーの名称，ショー⽇程，そして

現在の料⾦表に記載されたポイントの復活のための申請料を
伴わなければならない．HHPのためのこのような要求は、シ
ョー終了後90⽇までにセントラルオフィスになされなければ
なりません、リジョナルポイントの場合はショーシーズンが
終了した⽉曜⽇の最初に来たほうまでに猫の正しいレコーデ
ィングナンバーと名前、関連するショーの⽇付が含まれてい
る、そしてポイント回復のためのCFAの現在の価格リストに
指定された料⾦を伴うこと。 
 

アワード 
 
各年に与えられる賞（アワード）は以下の通り． 
 

ナショナルアワード 
 
ナショナルアワードエリアの定義︓次のようにショー終了の
アワードの⽬的のために、ナショナルアワードは 3つの地理
的地域に分かれている。 
 
リジョン 1-9 に住んでいる猫／キツン／HHP 
 
中国に住む猫/キツン／HHP（⾹港とマカオの特別⾏政区に居
住している猫は含まない）。 
 
インターナショナル・ディビジョン（⾹港とマカオの特別⾏
政区にある猫/キツン／HHPを含む）に居住する猫/⼦猫。 
 
上記の各分野の賞/タイトルは、チャンピオンシップ、キツ
ン、プレミアシップ、HHP の上位 25位。 
 
それぞれのナショナルアワードと関連タイトル（ナショナル
ウィナー - NW）を得るためには、猫／キツンは賞を得るた
めのカテゴリー内での最⼩ポイントを獲得しなければならな
い。 
チャンピオンシップは 4300点 
キツンは 1500点 
プレミアシップは 2200点 
ハウスホールドペットは 1100点 
こられの最⼩値を満たしていない猫は、どの国のアワードや
タイトルもの対象とはならない。レビューの結果は、5⽉ 1
⽇までに CFAウェブサイトに掲載される。 
 
ナショナルアワードは次の通り︓ 
Best - 25th Best Cat, （必要に応じて）* 
Best - 25th Best Kitten, （必要に応じて）* 
Best - 25th Best Cat in Premiership, （必要に応じて）
* 
Best - 25th Best Household Pet, （必要に応じて）** 
 
*「National Winner（NW）*」のタイトルは、これらの賞を
受け取った猫に与えられる。 
 
**「House Hold Pet National Winner（HNW）**」のタイ
トルは、これらの賞を受賞した猫に与えられる。 
 
Best－ 10th Best Cat in Agility＋︓ 
National Winner（NW）のタイトルは、チャンピオンシッ
プ、キツン、またはプレミアシップの競技で上記の賞を受賞
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した猫に限られる。ハウスホールドペットナショナル・ウィ
ナー（HNW）のタイトルは、ハウスホールドペットの競技で
上記の賞を受賞しているペットに限られる。 
 
このアワードには最低 150 のアジリティポイントが必要であ
る。ナショナルのアジリティアワードに関連するタイトル
は、次のように猫のアジリティタイトルに追加される "N"で
構成されます。ACN、AWN、AMN、または AGN。 
 
Best of Breed/Division**︓  
**ブリードウィナー(BWR:Region1-9, BWC:China, BWI: 
International Division)の称号はこの賞を受賞したチャンピオ
ンシップの猫に限られる．少なくとも 200 ポイントが必要で
ある． 
***Second Best of Breed/Division︓ 
***Third Best ofo Breed/Division︓ 
***Best of Color︓ 
***Second Best of Color︓ 
***これらの賞を得るには，少なくとも 200 ポイントが必要
である。 
 
注︓ナショナルアワードエリアのブリード／およびカラーア
ワードは、すべてのナショナル（すなわち、ナショナルアワ
ードで定義されている各地理的エリア）、リジョナル、ディビ
ジョナルのチャンピオンシップクラスにのみ授与される。シ
ーズンごとに猫 1 匹につき、1つのブリード／カラーの受賞
タイトルのみが授与される。猫／⼦猫は、所有権の譲渡に関
係なく、採点規定の下で獲得したすべてのナショナルのポイ
ントに加算される。所有権の移転に関係なく、ナショナル／
リジョナル／ディビジョナルの割り当ては 1⽉の最初の完全
な週末に設定される。 
 
複数の競合カテゴリ（つまりキツン、チャンピオンシップ、
プレミアシップ、またはハウスホールドペット）内でポイン
トを獲得する猫の所有権は、猫がポイントを獲得する最後の
ショーの記録の所有者、もしくは競争のカテゴリ内、または
ショーシーズンの終わりのいずれか早い⽅に基づいて、カテ
ゴリごとに個別に決定される。ナショナル／リジョナル／デ
ィビジョナルの割り当ては、1⽉の最初の完全な週末、また
は 1⽉の最初の完全な週末の後である場合、猫が新しい競技
カテゴリに存在する最初のショーの時点で設定される。エリ
アの割り当ては、賞の所有権の決定とは別に決定される。 
 
猫/⼦猫は、所有権の譲渡に関係なく、採点規定の下で獲得し
たすべてのナショナルポイントに加算される。 
 

インターナショナルディビジョンアワード 
 
インターナショナルディビジョンの定義︓ ショーシーズン終
了時の表彰の⽬的のため，インターナショナルディビジョン
は下記のような検疫の必要性による地理的エリアによって分
割されている。⾹港︔インドネシア︔韓国︔イスラエル︔マ
レーシア／フィリピン／ベトナム／ブルネイ︔シンガポー
ル︔カリブ海を含む南あるいは中央アメリカ︔タイ︔台湾、
アフリカと⻄アジア（イスラエルを除く中東，トルコ，イラ
ン，インド，モルディブ，アフガニスタン，パキスタン，ウ
ズベキスタン，トルクメニスタン，など）︔そして下記の中国
の３つのエリア、中国東部（福建省、江蘇省、江⻄省、浙江

省、安徽省、⼭東省、上海の省/市）、中国北部（内モンゴル
⾃治区、河北省、⼭⻄省、天津市、北京市、遼寧省、吉林
省、⿊⻯江省の省/市）、中国⻄部（中国東部、中国北部のほ
かまだカバーされていない中国全⼟）。 
 
インターナショナルディビジョン 
 
上記の地理学的エリアにたいしては，下記の形式でそれぞれ
のエリアにアワードの数が割り当てられる． 
 
5-9    リング／エリア＝ １アワード 
10-30  リング／エリア＝ ３アワード 
31-44  リング／エリア＝ ５アワード 
45-70  リング／エリア＝ 10 アワード 
71-94  リング／エリア＝ 15 アワード* 
95-117 リング／エリア＝ 20 アワード* 
>117   リング／エリア＝ 25 アワード* 
* - ハウスホールドペットには適⽤されない 
 
インターナショナルディビジョンでアワードを受けるために
は，最低ポイントがある．チャンピオンシップでは 50 ポイ
ント，キツンでは 30 ポイント，プレミアシップとハウスホ
ールドペットでは 25 ポイントである。また、受賞数を決定
するために、中国の 3つのエリアを組み合わせて、各分野に
その数の賞が与えられる。 
 
アワードは以下の通り 
Best - 25th Best Cat 適切な順位* 
Best - 25th Best Kitten 適切な順位* 
Best - 25th Best Cat in Premiership 適切な順位* 
Best – 10th Best HHP 適切な順位** 
*インターナショナルディビジョンウィナー(DW)の称号は以
上の受賞猫に与えられる． 
**ハウスホールドペットインターナショナルディビジョンウ
ィナー(HDW)の称号は以上の受賞猫に与えられる． 
 

ハワイディビジョンアワード 
 
Best Cat︓ 
Best Kitten︓ 
Best Cat in Premiership︓ 
 

リジョナルアワード 
 
各年のリジョン１から９で与えられるアワード（賞）は以下
の通り． 
Best－ 25th Best Cat* 
Best－ 25th Best Kitten* 
Best－ 25th Best Cat in Premiership* 
*リジョナルウィナー(RW)の称号は上記アワード受賞猫に限
られる． 
Best－ 10th Best HHP** 
**ハウスホールドペットインターナショナルディビジョンウ
ィナー(HRW)の称号は以上の受賞猫に与えられる． 
 
ベストオブブリード／ディビジョン，セカンドベストオブブ
リード／ディビジョン，サードベストブリード／ディビジョ
ン，ベストカラー，セカンドベストカラー 
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［注意］ブリード／ディビジョン，カラーの賞は，ナショナ
ルとリジョナルアワードのチャンピオンシップクラスにのみ
与えられる． 
 
［注意］リジョナル，ディビジョナル，およびハワイのアジ
リティのアワードはリジョナルディレクターの裁量範囲であ
るが，受賞は 10 頭以内で，少なくとも 150 ポイントのアジ
リティポイントを得ていなくてはならない． 
 

リジョンの定義︓リジョンは CFA 憲章にリストされたリジョ
ンを基本とする．憲章にすでに規定されてはいない範囲で得
点加算のための⽬的で CFA エグゼクティブボードによってそ
の都度リジョンの指定が⾏われる．今⽇，CFA ボードはプエ
ルトリコあるいはバハマが主たる居住地である出陳者は，南
部リジョンに計算されると規定している． 
 ハワイとインターナショナルディビジョン同様に，各 CFA
リジョンは得点の計算のセクションで記述した⽅法を⽤いて
猫が得たポイントにもとづいた各リジョンのアワードの⼀式
を与える．ただし以下の例外を除く． 
 
1. リジョン１〜７において与えられるすべてのリジョナル

アワードは，リジョン１〜７に居住する出陳者がリジョ
ン１〜７内で得たポイントのみを対象とする．猫は⼀つ
以上のリジョンに出陳してよく，オーナーの居住リジョ
ンの外でのショーで得たポイントも得点プロセスに含ま
れる．いかなる猫／キツン／ハウスホールドペットもこ
れらのリジョンの２カ所以上のリジョンからはリジョナ
ルアワードを受けない． 
 

2. リジョン８において与えられるすべてのリジョナルアワ
ードは，リジョン８に居住する出陳者がリジョン８内で
得たポイント、もしくは CFA International showを対
象とする． 

 
 

3. ハワイとリジョン９で与えられるすべてのアワードは，
それぞれの居住する出陳者がそれぞれ居住するハワイと
リジョン９で得たポイントのみにもとづく．CFA 
International showのポイントも⼊れることが出来る。 
 

4. インターナショナル・ディビジョンで与えられる賞は、
次の 3つの例外を除いて、インターナショナル・ディビ
ジョンで獲得したポイントにのみ基づいている。 

 
a. 中国 DWアワードエリア外の猫/⼦猫/HHPは、中国
DWエリアのショーでポイントを獲得できない。 
 

b. シンガポールショーで獲得したポイントのみがシン
ガポール DWアワードに加算される。 

 
c. 台湾のショーで獲得したポイントのみが台湾の DW

アワードに加算される。 
 
さらに、CFA インターナショナルショーで獲得したポイ
ントは、この賞に使⽤することができる。 
 

5. オーナーが居住地を変更した猫／キツン／ハウスホール
ドペット，あるいはオーナーが変わった猫で有資格の猫

は，リジョン１〜７，リジョン８，リジョン９，あるい
はハワイ，インターナショナルディビジョンの複数でア
ワードを受けられる．これらの複数のアワードは禁⽌さ
れてはいない．しかし、同じ猫が 1つのショーシーズン
内に同じカテゴリーにおいて 1つ以上の NWは発⾏され
ない。例えば、ある猫がキツンとチャンピオンシップ/プ
レミアシップでタイトル獲得したが 2つの受賞はできな
い。CFA にライセンスされたいかなるショーで獲得した
ポイントはあらゆるナショナルアワードの獲得に向ける
ことができる。 
 

6. 中国 DWアワードの地理的エリア外でライセンスされた
CFA ショーで獲得したポイントは、ナショナルアワード
の受領に使⽤することができる。中国 DWアワードの地
理的エリアに居住している猫のみが、中国 DWアワード
の地理的エリアで獲得したポイントをナショナルアワー
ドに使⽤することができます。 

 
ナショナル／リジョン／ディビジョンの割り当て 

 
重要︓ このセクションでは各々独⽴して番号がふってある

が，これらのルールは「ひとつの連続したルール」とし
て読み，考慮されるべきである． 

 
1. ナショナル／リジョン／ディビジョン指定は，それぞれ

の競技カテゴリー，すなわち，キツン，チャンピオンシ
ップ，プレミアシップ、ハウスホールドペットにおい
て，別々に決定される． 
 

2. a. 居住地のリジョン／エリア（ナショナル/リジョナル/
ディビジョナル）は猫／キツン／ハウスホールドペット
が１⽉の最初の完全な週末かその前に得点した最後のシ
ョーにおけるリジョンナンバー（もしくはインターナシ
ョナルディビジョンの住んでいる場所）をもとに指定さ
れる．（5,6,7 参照）．ただし猫／キツン／ハウスホール
ドペットがまだ得点を得ていなかった場合には，１⽉の
最初の完全な週末から 10 ⽇以内に，出陳したショーの
⽇程とどのショーであったかを CFA セントラルオフィ
スに通知しなくてはならない． 
b. ふたつのショーシーズンにまたがるキツンは，キツン
としてポイントを獲得した最後のショーカタログに掲載
されたナショナル／エリア／リジョン／ディビジョンに
指定される． 
 

3. カタログに記載されたリジョンはオーナーかコオーナー
のうちの誰かが居住している場所でなければならない．
カタログに掲載されたリジョンが公式のショーレコード
にあるアドレスと必ずしも⼀致する必要はない 
 

4. リジョナルブリードアワードを含むリジョナルアワード
を受賞可能にするためには、猫／キツン／ハウスホール
ドペットは少なくとも⼀度は最終的に指定されるリジョ
ンにおいて、出陳されていなければならない。ナショナ
ルブリードアワードを含むナショナルアワードを受賞可
能にするためには、猫／キツン／ハウスホールドペット
は少なくとも⼀度は最終的に指定されるナショナルにお
いて、出陳されていなければならない。CFAワールドシ
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ョーあるいはインターナショナルショーへの出陳は、本
要件を満たすものではない。 

 
5. 猫／キツン／ハウスホールドペットのリジョン指定の変

更は，１⽉の最初の完全な週末以降は認められない．
（6,7,8 参照） 

 
6. ナショナルエリア／リジョン／ディビジョナルエリア指

定に影響を与えるの所有権の移転は、新しいリジョンが
リストされる前、かつ、猫がポイントを獲得する、もし
くは１⽉の完全なる最初のショーの週末、までに CFA 
セントラルオフィスが受理しなくてはならない。（7 参
照） 

 
7. 1⽉の最初の完全な週末の後で、4⽉の最後の完全なシ

ョーの週末の前に受け取った所有権の譲渡は、授与⽬的
で反映されるが、割り当てのナショナル／リジョナル／
ディビジョナルには影響しない（＃6 を参照）。 

 
8. １⽉の最初の完全なショーの週末の後，オーナーが変更

された猫／キツン／ハウスホールドペットも引き続き競
技を続けてよく，１⽉の完全なショーの週末までにおけ
るオーナーによって達成された賞が受けられる．⼀つの
居住リジョン、ディビジョンまたはナショナルエリアよ
り多いリジョンにまたがる複数のオーナーについては、
１⽉の最初の完全なショー週末あるいはそれ以前に、そ
の猫／キツン／ハウスホールドペットが得点を得た最後
のショーのカタログにある住居によるリジョン、ディビ
ジョンまたはナショナルエリアを表記することで、指定
された猫／キツン／ハウスホールドペットのリジョン、
ディビジョンまたはナショナルエリアとして、明らかに
しなければならない。オーナーがひとつのリジョン、デ
ィビジョンまたはナショナルエリアから他のリジョン
へ、１⽉の完全なショー週末の後に移動した猫／キツン
／ハウスホールドペットは、１⽉の完全なショー週末に
はオーナーの居所が維持されていた場所をもってリジョ
ン、ディビジョンまたはナショナルエリアの指定が⾏わ
れる。 

 
9. カタログに記載されているナショナルエリア／リジョン

／デビジョンエリアの変更のためのカタログ修正は，シ
ョーにおいて⾏われる．カタログ修正において可能な証
拠は，a)変更事項をマークされたマスターカタログがセ
ントラルオフィスに受領された，b)あるいは出陳者がカ
タログ修正要求フォームのサインされたコピーを持って
いる場合である． 
a. キツンはナショナル／リジョナル／ディビジョナル

のいずれかでカタログに記載される。 
a) キツンとしてポイントを獲得した最後のショ
ー、または b) キツンとしてポイントを獲得した最
後のショーと 1⽉最初のショーウィークエンド、
(a or b)どちらかのショー。 

b. スプリットシーズンになったキツンは、キツンとし
てポイントを獲得した最後のショーのカタログに記
載されたナショナル／リジョナル／ディビジョナル
が割り当てられる。 

 
 

10. 成猫またはハウスホールドペットについては、１⽉の７
初の完全なショー週末かそれ以前の得点を得た最後のシ
ョーのカタログに記載されたナショナル／リジョナル／
ディビジョナルに指定される． 

 
11. ナショナル／リジョナル／ディビジョナル指定の変更

は，所有権のトランスファーを含むいかなる理由によっ
ても，１⽉の最初の完全なショー週末の後は，認められ
ない． 

 
12. １⽉の最初の完全なショー週末後に開催されたショーに

おける競技カテゴリーで最初に得たポイントを得た猫／
キツン／ハウスホールドペットについてのナショナル／
リジョナル／ディビジョナル指定は，猫／キツン／ハウ
スホールドペットがポイントを得た最初のショーのカタ
ログ記載のリジョンである． 
 

13. ナショナル／ディビジョナルエリアの割当は、それらの
猫の出陳者がカタログに掲載されている住所によって基
本的には割り当てられる、特定のリジョンではない。し
かし、それ以外はインターナショナルディビジョンの⼀
部である。 
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