
. 4/20改訂版 　　部分追加変更

主催 山梨県馬術連盟・長野県馬術連盟

主管 山梨県馬術連盟

公認 公益社団法人　日本馬術連盟

協賛 長野県体育協会 長野県教育委員会

山梨県体育協会 山梨県教育委員会

＊ 開催日 平成29年 5月19日（金）～5月21日（日）

＊ 開催場所 山梨県馬術競技場 山梨県北杜市小淵沢町１００６０－３　 ＴＥＬ０５５１－３６－３９４５

＊ 実施種目

馬場の部

日程 競技№
ポイント

対象

第１競技 FEI　セントジョージ賞典2009 ○

第２競技 JEF Ｓ１課目 2013 ○

第３-１競技 JEF Ｍ１課目 2013 ○

第３-２競技 JEF Ｍ１課目 2013

第４ｰ１競技 JEF Ｌ１課目 2013 ○

第４ｰ２競技 JEF Ｌ1課目 2013

第５競技 JEF A2課目 2013

第６競技 JEF A3課目 2013

第７競技

第８競技 FEI　セントジョージ賞典ＦＥＩ2009 ○

第９競技 JEF Ｓ２課目 2013 ○

第１０ｰ１競技 JEF Ｍ２課目 2013 ○

第１０ｰ２競技 JEF Ｍ２課目 2013

第１１ｰ１競技 JEF Ｌ２課目 2013 ○

第１１ｰ２競技 JEF Ｌ２課目 2013

第１２競技 FEI ジュニアライダー 個人2009 ○

第１３競技 JEF A2課目 2013

第１４競技 JEF A3課目 2013

追加種目 打合せ19日9時予定

学生－１ 全日本学生総合調教審査2010 FEI総合馬場ツースター2009A

学生－２ 学生賞典馬場馬術競技 FEIヤングライダー予選2009（旧）

学生－３ 全日本学生総合調教審査2010 FEI総合馬場ツースター2009A

学生－４ 学生賞典馬場馬術競技 FEIヤングライダー予選2009（旧）

※ 非公認競技（総合馬場２スターB及び学生馬場を除く）においては

補助具及び鞭の使用を認める

5/19
(金）

5/20
(土）

競技は第1、第８競技の前を予定

（2017改訂版）

（2017改訂版）

（2017改訂版）

（2017改訂版）

種　　　　　　　　　　目

（2017改訂版）

（2017改訂版）

（2017改訂版）

（2017改訂版）

（2017改訂版）

FEI 総合馬場２スター　　2015　　Ｂ

5/19
(金）
13:00
競技
開始
予定

5/20
(土）

 　第21回甲信馬術大会2017　 実施要綱

（公益社団法人日本馬術連盟公認 　カテゴリー★公認競技会）



障害の部

日程 競技№ ポイント対象

○

○

フレンドシップ Ⅱ

H１２０ｃｍ以内・W１２０～１４０ｃｍ　分速３５０ｍ

H１２０ｃｍ以内・W１２０～１４０ｃｍ　分速３５０ｍ

基準表A  ２３８条２－１　  障害個数１０～１３個
○

基準表A  ２３８条２－１    障害個数１０～１３個

基準表A  ２３８条２－１    障害個数１０～１３個

基準表A  ２３８条２－１    障害個数１０～１３個

H１１０ｃｍ以内・W１１０～１３０ｃｍ　分速３５０ｍ
レディース＆
ジュニア競技

非公認競技

一般競技

○

中障害C

中障害C

中障害D

中障害B

第２８競技

非公認競技

第２２ｰ３競技

第２３ｰ３競技

第２４競技

中障害A

小障害B

小障害Ａ

第２５競技

第２７競技

中障害A　Ｓ＆Ｈ

一般競技

レディース＆
ジュニア競技

非公認競技

中障害D

中障害D

中障害C

中障害C

中障害C

一般競技

第２３ｰ２競技
　H１２０ｃｍ以内・W１２０～１４０ｃm　分速３５０ｍ

基準表A  ２３８条２－１    障害個数８個以内

○

H８０cm以内・W８０～１００cm　分速３２５～３５０ｍ

H１００ｃｍ以内・W１００～１２０ｃｍ　分速３５０ｍ

H１１０ｃｍ以内・W１１０～１３０ｃｍ　分速３５０ｍ

第１７競技

第１８ｰ１競技

基準表A  ２３８条２－２    障害個数１０～１３個

H１１０ｃｍ以内・W１１０～１３０ｃｍ　分速３５０ｍ

H１２０ｃｍ以内・W１２０～１４０ｃｍ　分速３５０ｍ

○

○

5/20
（土）

第１９ｰ１競技

第１９ｰ２競技

H１１０ｃｍ以内・W１１０～１３０ｃｍ　分速３５０ｍ

基準表A  ２３８条２－１    障害個数１０～１３個

基準表A  ２３８条２－１    障害個数１０～１３個

基準表A  ２３８条２－１    障害個数１０～１３個

小障害B

小障害Ａ

中障害B

○

○

5/21
（日）

第１５競技

基準表A  ２３８条２－１    障害個数１０～１３個

基準表A  ２３８条２－２    障害個数１０～１３個

第２１競技

第２２ｰ１競技

○

基準表A  ２３８条２－１    障害個数８個以内

基準表A  ２３８条２－１　  障害個数８個以内

H１１０ｃｍ以内・W１１０～１３０ｃｍ　分速３５０ｍ

H１２０ｃｍ以内・W１２０～１４０ｃｍ　分速３５０ｍ

H８０cm以内・W８０～１００cm　分速３２５～３５０ｍ

H１４０ｃｍ以内・W１４０～１６０ｃｍ　分速３５０ｍ

基準表A  ２３８条２－２    障害個数１０～１３個

H１３０cm以下　　Ｗ１４０cm以下　６０秒間フリー飛越

H９０cm以内・W９０～１１０cm　分速３５０ｍ

基準表A  ２３８条２－１    障害個数８個以内

基準表A  ２３８条２－１　  障害個数８個以内

基準表A  ２３８条２－１    障害個数１０～１３個

基準表A  ２３８条２－１    障害個数１０～１３個

基準表A  ２３８条２－１    障害個数１０～１３個

H１３０ｃｍ以内・W１３０～１５０ｃｍ　分速３５０ｍ

H１３５ｃｍ以内・W１４０～１６０ｃｍ　分速３５０ｍ

H１１０ｃｍ以内・W１１０～１３０ｃｍ　分速３５０ｍ

H１１０cm以下　　Ｗ１２０cm以下　６０秒間フリー飛越

H１００ｃｍ以内・W１００～１２０ｃｍ　分速３５０ｍ

種目 基準

5/19
(金）

フレンドシップ Ⅰ H９０cm以下　　　Ｗ１００cm以下　６０秒間フリー飛越

フレンドシップ Ⅲ

第１６競技
基準表A  ２３８条２－１    障害個数８個以内

H９０cm以内・W９０～１１０cm　分速３５０ｍ

H１２０ｃｍ以内・W１２０～１４０ｃｍ　分速３５０ｍ

第２０競技

第１８ｰ２競技 中障害D

第１８ｰ３競技

H１３０ｃｍ以内・W１３０～１５０ｃｍ　分速３５０ｍ

中障害D

○

基準表A  ２３８条２－１　  障害個数１０～１３個

基準表Ｃ  ２３９条・２６３条　　 障害個数１０～１３個

第２６競技 小障害C

レディース＆
ジュニア競技

第２３ｰ１競技

第１９ｰ３競技

第２２ｰ２競技

中障害C

非公認競技

一般競技

レディース＆
ジュニア競技

小障害C

中障害D ○



＊ 競技規程

(1) 日本馬術連盟競技会関連規程最新版を使用します。

(2) 公認競技以外は一部ローカル規程を準用します。他、打ち合わせ事項が優先します。

＊ 参加条件

(1) 公認競技に出場する選手及び馬匹は、平成 29年度日本馬術連盟登録が必要です。

(2) 公認競技に出場する選手は、日本馬術連盟の騎乗者資格のＢ級以上が必要です。

(3) 公認競技に出場する馬匹は、日本馬術連盟のいずれかのグレード申請を完了している事とします。

（参加申込書に番号を記入して下さい。）

(4) レディース＆ジュニアのジュニアとは満１８歳までの者とします。

１９歳以上の男性も出場できますが、表彰対象にはなりません。

(5) 公認競技以外は、同一馬にて複数選手の出場ができます。

（同一馬で複数出場の際は、参加申込用紙にご希望の出場順をご記入ください）

(6) エントリー多数の場合は、班分けする場合があります。

(7) 選手は必ず誓約書を提出してください。また障害保険に加入している事としますのでご記入下さい。

誓約書のない選手の出場は認められませんので、ご了承下さい。

(8) フレンドシップは、騎乗者の制限はありません。但し本大会に参加する馬匹が対象です。

(9) 馬場馬術競技の非公認競技（総合馬場を除く）の馬装（補助道具）及び鞭は、参加団体の責任において

任意とします。

＊ 参加料及び馬登録料

(1) 参加料

(2) 参加馬登録料

(3)

１，０００円の手数料をいただきます。（フレンドシップを除く）

(4) 一度払い込んだ参加料は、棄権その他いかなる事由によるも返却しません。但し、主催者の

都合により競技を取りやめた場合は、この限りではありません。

公認競技

非公認競技

フレンドシップ

１頭 １０，０００円

１０，０００円

　８，０００円

馬場

―

障害

８，０００円

６，０００円

４，０００円

参加料は申し込み時に払い込むものとし、申し込み後の追加および変更は１件につき



＊ 参加申し込み方法

(1) 締め切り 　　　平成29年５月３日（火）必着 （学生馬場を追加しましたので、締切を延ばしました）

(2) 申し込みは各団体で取りまとめ、参加申込書・参加選手名簿・誓約書・入厩申込書を

ご提出下さい。

厩舎を必要としない馬も参加馬登録・入厩申込書を提出して下さい。（入退厩日は無記入）

申請書類は、山梨県馬術連盟のホームページからエクセルファイルで

ダウンロードが出来ますので、是非ご利用下さい。

（ただし打合せ会までに、誓約書用の印鑑をお持ち下さい。）

(3) 参加料は、申込と同時に現金書留又は銀行振込でお願いします。

　　山梨中央銀行　小淵沢支店　普通　２７５１４５

山梨県馬術連盟（ヤマナシケンバジュツレンメイ）

(4) 申し込み先　（Email, ＦＡＸ可）　　　　　　　　

〒４０８－００４４　山梨県北杜市小淵沢町１００６０－３ 山梨県馬術連盟宛

ＴＥＬ　０５５１－３６－３７９８ ＦＡＸ　０５５１－３６－６３１１

Email:  umaya@nns.ne.jp

＊ 表彰

(1) 入賞者は５位までとし、リボンを贈ります。ただし、締切までの人数が5名に満たない場合は3位までとします。

(2) 表彰式は各日に行います。

(3) 表彰式に出席しない場合、入賞を取り消しとする場合もあるので注意してください。

＊ その他

(1) 打ち合わせ会議は、下記の予定で行います。 変更のある場合は参加団体へご連絡いたします。

馬場馬術の部 ５月１７日（金）午前11時 競技開始　午後１時を予定

障害馬術の部 ５月１９日（金）午後４時

(2) 参加者は、何らかの傷害保険に加入のこと。

(3) 参加選手の宿泊については、各自手配してください。

(4)

（申込書に氏名を記入してください。）　　　　　寝具は各自、ご用意ください。

(5) 参加馬の厩舎は、主催者が準備し、敷き料はオガクズを支給します。

飼料等は各自で用意のこと。

(6) 入厩期間は、5月18日(木)～5月21日(日)とします。

(7) 参加馬は、平成２４年１月１日以降に伝染性貧血症の検査を終了し、馬インフルエンザ・

日本脳炎予防に関しては、軽種馬防疫協議会で推奨されているワクチン接種を終了

している旨の証明を携行すること。

(8) 人馬の事故に関しては、応急処置はしますが、その責は負いません。

(9) その他、（公財）山梨県馬事振興センターの競技場使用心得を厳守してください。

馬取り扱い人の宿泊は、各団体１名分を厩舎２階に用意します。


