
1. 主催 乗馬クラブクレイン

2. 期日 令和2年7月10日（金）・11日（土）・12日（日）

3. 会場 乗馬クラブクレインオリンピックパーク
奈良県天理市福住町7767
TEL　0743-69-2036

4. 競技種目及び基準

ＲＲＣ　馬場馬術競技（Ｌ1課目2013）　※別紙要項参照

注1） 競技No.と競技順は、必ずしも一致しませんのでご注意ください。

5. 参加資格
（1） 選手

①公認競技に出場する選手については、競技会当日において日本馬術連盟の会員で
　かつ騎乗者資格A級またはB級（馬場限定を含む）を保有していること。
②選手は、何らかの傷害保険に加入し、必ず健康保険証を携帯すること。

（2） 馬匹
①公認競技に出場する馬匹については、競技会当日において、日本馬術連盟に乗馬登録済みで
あること。
②輸入検疫解放後、所定の繋養地において、隔離飼養3ヶ月を経過していない馬匹の移動による参加は
できない。

6. 出場規定
（1） 公認競技の出場は、１馬１回限りとし、オープン参加は認めない。
（2） 非公認競技においては、1競技に同一人馬の出場は１回限りとし、馬匹の変更により２回までとする。

ただし、馬匹の出場回数の規制は定めない。
（3） 『馬術競技会における新型コロナウイルス「COVID-19」感染拡大予防ガイドライン』を遵守ください。

JEF　馬場馬術競技A3課目2013

非公認第8競技

12 第12競技 公認 FEI  ジュニアライダー個人競技馬場馬術課目２００９

11 第6競技 公認

日 第13競技 非公認

（日） 第14競技 非公認

公益社団法人　日本馬術連盟公認

大和高原　ドレッサージュ　ホースショー2020　ＰartⅠ

実　施　要　項

日　程 競技No.

公認

公認 種　目　名

JEF　馬場馬術競技Ｓ１課目2013

第3競技 公認

第１競技

（金） 第4競技 非公認

JEF　馬場馬術競技L１課目2013

JEF　馬場馬術競技M1課目2013

10 第2競技 公認

第5競技 公認 FEI  ジュニアライダー個人競技馬場馬術課目２００９

日

日 第7競技 公認 JEF　馬場馬術競技M2課目2013

（土）

JEF　馬場馬術競技A3課目2013

第11競技 公認 JEF　馬場馬術競技Ｓ2課目2013

JEF　馬場馬術競技L2課目2013

非公認 JEF　馬場馬術競技A2課目2013

第10競技 非公認 JEF　馬場馬術競技A2課目2013

第9競技 非公認 JEF　馬場馬術競技L1課目2013

JEF　馬場馬術競技L1課目2013

第１5競技



7. 褒賞
（1） 公認競技においては、1位～3位までの入賞者にはリボンと賞品、4位～6位の入賞者にはリボンを贈る。
（２） 非公認競技においては、1位～６位までの入賞者にはリボンを贈る。
（3） 非公認競技のエントリー数が20を超えた場合は班分けを行う。

8. 審判規程
（1） 日本馬術連盟競技会規程　最新版による。
（２） 非公認競技については、ローカルルールを適用する。

9. 参加料
（1） 公認競技種目 １種目1人馬につき 円
（２） 非公認競技 １種目1人馬につき 円
（3） 馬匹登録料 １頭につき 円
（4） 変更料 1件につき 円

10. 振込先
三井住友銀行 松原支店
（普通）1623483
｢クレインホースショー実行委員会」

＊参加料の納入は銀行振込のみとする。（振込以外受け付けない。）
＊一度納入した参加料はいかなる場合でも返却しない。ただし参加料を納入後、主催者による
　エントリーの調整や競技を取りやめた場合は、この限りでない。
　この場合、実行委員会から申込者に連絡し、出場できない馬匹に関わる参加料等を返金する。

11. 申込方法及び期限

（１） 参加申込受付は、令和2年6月30日（火曜日）までの到着分とする。
（２） 受け入れに限りがあるため、先着順に受け付けとさせていただきます。
（3） 申込にあたっては、次の書類すべてを同封すること。

①エントリー集計表
②参加申込書（公認・非公認）
③参加人馬一覧
④参加馬資料表
⑤誓約書
⑥振込を証明する書類

（4） 送付先 〒632-0122
奈良県天理市福住町7767
乗馬クラブクレインオリンピックパーク内
「クレインホースショー　実行委員会」

＊メールでのエントリーを可とします。

（メールアドレス） op@crane.co.jp
　ただし、すべての参加料の入金確認もあわせて受付完了とします。

12. 宿泊
（１） 選手及び選手関係者の宿泊は各自手配すること。

13. 参加馬入厩及び退厩
（１） 馬匹の入厩期間は、令和2年7月9日（木）PM1：00～令和2年7月12日（日）までとします。
（２） 馬匹入厩後、速やかに馬の登録証（公認競技出場馬のみ）、健康手帳を大会本部に提出すること。
（３） 退厩については、全競技終了後とする。

10,000
10,000

2,000

13,000

mailto:op@crane.co.jp


14. 馬糧及び敷料
（１） 馬糧は、各自持参し退厩の際は全て持ち帰ること。
（２） 敷料は、木材チップとし、実行委員会が用意する。

15. 馬の防疫
（1） 日本馬術連盟競技会規程に準ずる

16. 打合せ会
（1） 令和2年7月9日（木）PM4:00から、クラブハウス前屋外で行う。
（2） 所属団体の代表者は（１団体１名）必ず出席すること。（代理出席を認める。）
（3） 打合せ会で承認あるいは確認された事項を優先する。
（4） 選手の変更は打合せ会で受付けるが、追加の場合はエントリー数により不可となる場合がある。

17. 表彰式
（1） 当日行われた競技の表彰は２回に分けて行う。時間は別途連絡する。

その他

（1） 公認競技会において、資格を誤って申し込んだ場合は出場を認めない。

また、競技期間中に発見された場合は失格とし、以後実施される競技には出場できない。

（2） 参加選手は、乗馬登録証、馬の健康手帳及び健康保険証（またはそれに代わるもの）
を持参すること。

（3） 選手は何らかの傷害保険に加入していること。
（4） 公認競技会において選手の変更は、参加選手の中で人馬の組み合わせ有資格選手の

変更のみとする。
（５） 非公認競技は馴致、調教のための鞭の使用、折り返しなどの使用も可とする。

ただし、肢まき、プロテクター、ワンコ等の装着は不可とし鞭（120ｃｍ以内）の使用は可とする。
（6） 事故のないよう十分注意すること。万一の場合、応急処置は講ずるが大会実行委員会及び

主催者は、その責任を負わない。
（7） 一般観覧者に対して、事故のないよう十分注意すること。
（8） 競技場周辺或いは練習馬場において、事故のないように細心の注意を払うこと。
（9） 厩舎地区周辺及びその周辺地区は、各参加団体の自主管理とし、貴重品の管理には十分注意すること。

（10） 厩舎地区及びその周辺は火気厳禁とする。
（11） 清掃は各団体で協力して行い、ゴミは各団体で持ち帰ること。
（12） 大会実行委員会からの注意勧告に対して、改善が見れない団体に対しては失格とする場合がある。
（13） 申込の申請書類の誓約書に、血液型及び薬物アレルギーの有無を記載すること。
（14） 一般車及び馬運車の駐車は、大会実行委員会の指示に従うこと。
（15） クラブハウス前駐車場は、役員及び競技関係車両のみ駐車することができる。

選手、関係者の車両は、指定された一般駐車場を利用してください。



主催） 公益社団法人　全国乗馬倶楽部振興協会

引退競走馬のセカンドキャリアを支援するために、引退競走馬所有奨励競技「RRC」を行います。

この「RRC」とはRetired Racehorse Cup（引退競走馬杯）の略で、競走馬として引退し、乗馬という第２の馬生をス

タートさせたばかりの馬たちのみが出場できる競技です。なお、この奨励金は、JRA日本中央競馬会の競馬振興特別助

成金により交付いたします。

１．期日
2020年7月11日（土）

2．会場
乗馬クラブクレインオリンピックパーク
〒632-0122 奈良県天理市福住町7767 TEL0743-69-2036

3．競技種目及び日程

【7月11日（土）】

第7競技 RRC馬場馬術競技
（JEF馬場馬術競技L1課目2013）

4．出場馬資格
公益財団法人ジャパン・スタッドブック・インターナショナルに血統登録（内国産、外国産を問わず）され、
日本中央競馬会、地方競馬全国協会の競走馬として最終レースを
平成29年4月1日以降の出走歴を持つ3歳以上馬とする。また、未出走馬は3歳以上7歳以下とする。
なお、年齢は馬年齢（1月1日）を適応する。（入厩中にマイクロチップ等による馬体照合を行う） 
1種目に1頭の馬が複数回出場することはできない。
なお、同年にRRC競技会に優勝した同一人馬での出場は不可とする。
ただし、種目と騎乗者を変更しての出場は可とする。

5．出場者資格
➀以下の資格または同等の技量を有する者とし、安全には十分に留意して、
参加団体及び馬の所有者が推薦する者。
・本協会　乗馬指導者資格
・本協会　乗馬技能認定2級以上
・J.E.F　騎乗者資格B級以上
・全日本学生馬術連盟騎乗者資格SA級
・全日本高等学校馬術連盟騎乗者資格HB級
・日本社会人団体馬術連盟騎乗者資格Aグレード
・日本乗馬少年団連盟　騎乗者資格中級以上

②申し込みと同時に選手及び出場馬は、肖像権の使用に同意したとみなす。

6．出場料
1エントリー ¥10,000

7．競技会規定
日本馬術連盟競技会関連規定集（最新版）を準用する

8．奨励金

優勝 50万円
2位 20万円
3位 15万円
4位 10万円
5位 5万円

本協会より『引退競走馬所有奨励金』（目録）を授与する。

９．その他
① 競技会を撮影した動画、画像をホームページ等で放映する。 
② 失権及び馬場馬術競技で合計得点率が50％に満たない人馬への奨励金は交付しない。
③ 競技終了後、出場馬の要件を満たしていないことが判明した場合は、奨励金等を

返納し以下順位を繰り上げて表彰する。

RRC（引退競走馬杯）　実施要項


