
9:00～馬場解放

ポイント
対象

小淵沢トライアルシリーズ
日本馬術連盟公認 馬場馬術

会 場：山梨県馬術競技場
開催日：令和3年4月3日(土)～4日(日)
主 催：山梨県馬術連盟

インターメディエイトⅠ(非公認)

山梨県馬術連盟
会長 土橋 亨

グランプリ(非公認)

第17競技 Ａ3課目

第2競技 総合馬術スリースターＢ(国体複合)

 4月2日(金)

第14競技

種目

インターメディエイトⅠ(公認)

【競技種目】

第1競技

グランプリ(公認)

学生賞典総合調教審査2018

Ｌ1課目(非公認)

Ａ2課目

第15競技 Ａ１課目

Ｌ1課目(公認)

Ｓ1課目(非公認)

○

○

セントジョージ賞典(非公認)

Ｓ1課目(公認)

第13競技

第12競技

第11競技

第10競技

第9競技

Ｍ1課目(公認)

Ｍ1課目(非公認)

日程 競技No.

○

○

○

○セントジョージ賞典(公認)

第8競技

第7競技

第6競技

第5競技

第4競技

第3競技

4/3 (土)

第16競技



ポイント
対象

【参加料】

※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致しません。

出場料

10.000円
8.000円
10.000円

1頭につき
その他の競技

公認競技1種目

種目

第27競技

第28競技

第29競技

学生賞典総合調教審査2018

グランプリ(公認)

グランプリ(非公認)

セントジョージ賞典(公認)

セントジョージ賞典(非公認)

日程 競技No.

第18競技

Ｓ2課目(公認)

○

第30競技

第32競技

第33競技

Ｌ2課目(非公認)

Ａ2課目

Ａ3課目

Ｍ2課目(公認) ○

Ｍ2課目(非公認)

Ｌ2課目(公認) ○

第31競技 Ａ１課目

第26競技

第20競技

第22競技

第23競技 インターメディエイトⅠ(公認)

第21競技

Ｓ2課目(非公認)

第24競技

第25競技 ○

インターメディエイトⅠ(非公認)

○

第19競技 ○

4/4 (日)

馬匹登録料
山梨県馬術連盟会員 9,000円



【表彰】

山梨県馬術連盟 TEL：0551-36-3798 事務局 広部(ひろべ)

  他、打ち合わせ事項によることとします。

  振込明細書を添えて下さい。

(6)参加馬は、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して下さい。
(7)人馬の事故に関しては応急処置はするも、その責は負いません。
(8)「山梨県馬術競技場ご利用の際の注意」並びに「新型コロナウイルス感染症感染
  拡大予防について」を遵守して下さい。(公財)山梨県馬事振興センターＨＰに掲載

http://www.nns.ne.jp/ass/baji/
(9)新型コロナウイルス対策を各参加団体において実施し、感染予防に努めて下さい。
(10)ゴミは全てお持ち帰り下さい。

ご不明な点等がございましたら、下記までご連絡下さい。

Email：umaya＠nns.ne.jp

･入賞は1位～５位までとし、リボンを贈ります。

【その他】
(1)打ち合わせ会議は、4月2日(金)午後5時より本部棟2階会議室にて行います。
(2)参加者は、何らかの傷害保険に加入して下さい。
(3)参加選手の宿泊については、各自で手配して下さい。(ＨＭについても同様です。)
(4)参加馬の厩舎は、主催者が準備し、敷き料はオガクズとして支給しますが、飼料等は
  各自で用意して下さい。
(5)入厩期間は4月2日(金)～4日(日)とします。

山梨中央銀行 小淵沢支店 普通 275145
山梨県馬術連盟

(4)申し込み先 〒408-0044
山梨県北杜市小淵沢町10060-3
山梨県馬術連盟 FAX：0551-36-6311
(参加料振込の場合、FAX可) TEL：0551-36-3798

  (参加申込書に番号を記入して下さい。)
(3)公認競技に出場する馬匹は、日馬連の乗馬登録が必要です。
  (参加申込書に番号を記入して下さい。)

【参加申込方法】
(1)各団体で取りまとめ、参加料と参加申込書･誓約書･入厩申込書を添えてご提出下さい。
(2)締め切り 令和3年3月22日(月)
(3)参加料は、申込と同時に現金書留または銀行振込でお願いします。

【競技規定】
(1)日本馬術連盟競技会関連規定、最新版を適用します。
(2)公認競技以外では、一部ローカル規定を準用します。

【出場制限】
(1)各競技において同一人馬の組み合わせによる出場は1種目1回限りとします。
(2)公認競技に出場する選手は、日馬連の会員でなおかつ騎乗者資格のＢ級以上が必要です。



日時 No. 競技種目 公認
馬
名

参加料

1 学生賞典総合調教審査2018 8,000

2 総合馬術スリースターＢ(国体複合) 8,000

3 グランプリ ○ 10,000

4 グランプリ 8,000

5 セントジョージ賞典 ○ 10,000

6 セントジョージ賞典 8,000

7 インターメディエイトⅠ ○ 10,000

8 インターメディエイトⅠ 8,000

9 Ｓ1課目 ○ 10,000

10 Ｓ1課目 8,000

11 Ｍ1課目 ○ 10,000

12 Ｍ1課目 8,000

13 Ｌ1課目 ○ 10,000

14 Ｌ1課目 8,000

15 Ａ1課目 8,000

16 Ａ2課目 8,000

17 Ａ3課目 8,000

18 学生賞典総合調教審査2018 8,000

19 グランプリ ○ 10,000

20 グランプリ 8,000

21 セントジョージ賞典 ○ 10,000

22 セントジョージ賞典 8,000

23 インターメディエイトⅠ ○ 10,000

24 インターメディエイトⅠ 8,000

25 Ｓ2課目 ○ 10,000

26 Ｓ2課目 8,000

27 Ｍ2課目 ○ 10,000

28 Ｍ2課目 8,000

29 Ｌ2課目 ○ 10,000

30 Ｌ2課目 8,000

31 Ａ1課目 8,000

32 Ａ2課目 8,000

33 Ａ3課目 8,000

8,000 名 計 円

10,000 名 計 円

小計 円

9,000 頭 計 円

10,000 頭 計 円

小計 円

合計 円

FAX：0551-36-6311

郵送もお願いいたします。

馬匹登録料(山梨県馬術連盟会員)

※エントリー締め切り…3月22日(月)

選
手
名

4/3
(土)

4/4
(日)

小淵沢トライアルシリーズ 申込書 (団体名                 )

馬匹登録料(山梨県馬術連盟非会員)


