
令和２年度 全国乗馬指導者競技会（ブリティッシュ） 

競技実施要項 

 

期 日：  令和 2 年 11 月 16 日（月）～18 日（水）  

会 場：  JRA 馬事公苑  

      東京都世田谷区上用賀２－１－１  

主 催：  公益社団法人  全国乗馬倶楽部振興協会  

主 管：  全国乗馬指導者競技会実行委員会  

協 力：  関東学生馬術協会             

                                                           

        この事業は、スポーツくじ（ toto・BIG）の助成金を受けて行っております。  

1．  競技種目  

【11 月 16 日 (月 )】  

競技種目  基準  競技基準及び出場資格  

フィールドオブプレイ 屋内馬場、１頭 6 分以内  

人馬ともに制限しない 

（騎乗者の指導者資格の有無は問わない） 

1 頭 2 回以内とする 

（騎乗者の乗り変りは、可とする） 

 高さ  幅  

フレンドシップ Ⅰ 90 ㎝以内 110 ㎝以内 

フレンドシップ Ⅱ  100 ㎝以内 120 ㎝以内 

フレンドシップ Ⅲ  120 ㎝以内 140 ㎝以内 

 

【11 月 17 日 (火 )】  

競技名

出場資格
前年度JEF主催の全日本総合馬術選手権大会、国民体育大会国体総合競技に

出場した同一人馬では出場できない

※第1-2競技と合わせて出場 その他 国際馬術連盟総合馬術競技会規程のクロスカントリー競技を除く

課目 JEF　馬場馬術競技A3課目 2013（2018年更新版）

出場資格 最終レースが2018.4.1以降の馬

（どちらかに該当） 未出走馬ならびに内国産乗用馬年齢が7歳以下の馬

その他 競技前に、乗馬で競技場内を馴致する時間を設ける

課目 JEF　馬場馬術競技L1課目 2013（2018年更新版）

最終レースが2018.3.31以前の馬

※未出走馬の場合は年齢が5歳以上の馬

サラブレッド以外は、日本国内で生産された5歳以上の馬

その他 第11-2競技に同一人馬での出場はできない

競技基準及び出場資格

課目 JEF　馬場馬術競技A2課目2013（2018年更新版）

出場資格

(どちらかに該当）

第1-1競技

複合馬術競技

（馬場馬術）

第2競技

新馬馬場馬術競技

（内国産馬）

第3競技

内国産馬場馬術競技

 



グレード JEF 小障害B

基準A　第238条2-1

高さ：90㎝，幅：110㎝以内，分速350ｍ／分 ≪3反抗失権≫

最終レースが2018.4.1以降の馬

未出走馬ならびに内国産乗用馬年齢が7歳以下の馬

その他 乗馬で下見することを可とする

基準A　第238条2-1

高さ：105㎝，幅：125㎝以内，分速350ｍ／分

出場資格 人馬ともに制限しない（騎乗者の指導者資格は必須）

グレード JEF 中障害D

基準A　第238条2-1

高さ：110㎝，幅：130㎝以内，分速350ｍ／分

最終レースが2018.3.31以前の馬

※未出走馬の場合は年齢が5歳以上の馬

サラブレッド以外は、日本国内で生産された5歳以上の馬

その他 第16-2競技に同一人馬での出場はできない

基準A　第238条2-1

高さ：115㎝，幅：135㎝以内，分速350ｍ／分

出場資格 人馬ともに制限しない（騎乗者の指導者資格は必須）

課目 JEF　馬場馬術競技S1課目 2013（2018年更新版）

出場資格 人馬ともに制限しない（騎乗者の指導者資格は必須）

高さ、基準など

高さ、基準など

高さ、基準など

高さ、基準など

出場資格

(どちらかに該当）

出場資格

（どちらかに該当）

第4競技

新馬障害飛越競技

(内国産馬)

第8競技

オープン馬場馬術競技

第6競技

内国産障害飛越競技

第5競技

オープン障害飛越競技

105cmクラス

第7競技

オープン障害飛越競技

115cmクラス

 

 

【6 月 18 日(水 )】  

 

競技種目

課目 JEF　馬場馬術競技L2課目 2013（2018年更新版）

前年度にJEF主催の全日本馬場馬術競技大会で

Mクラス以上に出場した同一人馬は出場できない

※内国産･外国産問わず出場可

課目 JEF　馬場馬術競技M1課目 2013（2018年更新版）

過去にJEF主催の全日本馬場馬術競技大会で

Sクラス以上に出場した同一人馬は出場できない

※内国産･外国産問わず出場可

課目 FEI セントジョージ賞典馬場馬術課目 2009（2018年更新版）

出場資格 内国産馬以外が出場できる

出場資格

競技基準及び出場資格

第9競技

L2課目馬場馬術競技 出場資格

第11-1競技

セントジョージ賞典馬場馬

術競技

第10競技

M1課目馬場馬術競技



課目 FEI セントジョージ賞典馬場馬術課目 2009（2018年更新版）

出場資格 内国産馬限定

グレード JEF 中障害D

高さ、基準など 基準A　第238条2-1　高さ：110㎝，幅：130㎝以内，分速350ｍ／分

出場資格
前年度にJEF主催の全日本障害馬術大会で中障害C以上に出場した　同一人馬

は出場できない

基準A　第238条2-1

高さ：115㎝，幅：130㎝以内，分速350ｍ／分

出場資格 人馬ともに制限しない（騎乗者の指導者資格は必須）

グレード JEF 中障害C

高さ、基準など 基準A　第238条2-1　高さ：120㎝，幅：140㎝以内，分速350ｍ／分

出場資格
前年度にJEF主催の全日本障害馬術大会で中障害B以上に出場した　同一人馬

は出場できない

基準A　第238条2-1

高さ：95㎝，幅：100㎝以内，分速300ｍ／分

出場資格 人馬ともに制限しない（騎乗者の指導者資格は必須）

グレード JEF 小障害A

高さ、基準など 基準A、高さ：100㎝，幅：120㎝以内，分速350ｍ／分

出場資格 第1-1競技に出場した人馬が出場する

国際馬術連盟総合馬術競技会規程のクロスカントリー競技を除く

出番は第1-1競技の結果からのリバースオーダーとする

グレード JEF 中障害B

高さ、基準など 基準A　第238条2-2　高さ：130㎝，幅：150㎝以内，分速350ｍ／分

出場資格 内国産馬以外が出場できる

グレード JEF 中障害B

高さ、基準など 基準A　第238条2-2　高さ：130㎝，幅：150㎝以内，分速350ｍ／分

出場資格 内国産馬限定

第16-1競技

中障害飛越競技B

第16-2競技

竹田恆和杯

（中障害飛越競技B）

第14競技

中障害飛越競技C

第1-2競技

複合馬術競技

（障害飛越）

その他

第13競技

オープン障害飛越競技

115cmクラス

高さ、基準など

第12競技

中障害飛越競技D

第11-2競技

井上喜久子杯

(セントジョージ賞典馬場馬術競技)

第15競技

オープン障害飛越競技

95cmクラス

高さ、基準など

 

 

2．審査規定  

（1）  JEF 競技会規程（2020 年 4 月 1 日）を準用、およびローカルルールを適用する。  

（2）  障害飛越競技のジャンプオフは基準 A で行う。  

（3）  採点については、JEF 競技会規程第 236 条の基準Ａで実施するが、調教等人馬の育成を

 目的として、第 4 競技  新馬障害飛越競技は、3 反抗失権とする。  

（4）  フレンドシップの際は正装でなくても良いが見苦しくない服装で、長靴および    

定められた防護帽は必ず着用すること。  

 

 



3．出場資格  

（1） 出場資格は、(公社) 全国乗馬倶楽部振興協会認定の乗馬指導者として登録されていること。 

 また、何らかの傷害保険に加入していること。（ﾌｨｰﾙﾄﾞｵﾌﾞﾌﾟﾚｲ、ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟは、資格を問わない） 

（2）  同一競技において、同一選手が複数の馬に騎乗することは可とするが、同一馬に複数の

 選手が騎乗することは不可とする。（ﾌｨｰﾙﾄﾞｵﾌﾞﾌﾟﾚｲ、ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟは、1 頭 2 回までとする） 

馬匹の出場資格について  

 ・内国産馬とは、日本国内で生産された乗用馬、引退競走馬 (日本国内で競走馬登録をした  

  外国産馬を含む )とし、産地及び生年月日、父母不詳等の場合は内国産馬として扱わない。  

 ・制限されている馬の年齢は馬年齢（1 月 1 日）を適用する。  

4．表彰  

（1）  第 5,7,8,13,15 競技以外の入賞は 1 位～3 位までとし、入賞者には、奨励金を授与する。  

（2）  第 16-2 競技については、下記の障害馬術内国産奨励金と竹田恆和杯を授与する。  

（3）  第 11-2 競技については、下記の馬場馬術内国産奨励金と井上喜久子杯を授与する。  

（4）  第 5,7,8,13,15 競技は、1 位に商品、2,3 位には飼育奨励金（金額は後日発表）を授与す

る。  

（5）  表彰式実施の有無については、現地にてお知らせいたしますので放送等にご注意くだ  

さい。（なお、実施の際は正装にて参加すること。）  

（6）  参加できない理由のある場合に限り代理人の参加を認める。代理人も表彰式に相応しい

 服装で参加すること。  

【奨  励  金】下記のとおり飼育奨励金及び内国産奨励賞を交付する。 (単位：円）  

種目／順位  １位  ２位  ３位  

新馬馬場馬術競技  50,000 30,000 20,000 

新馬障害飛越競技  50,000 30,000 20,000 

複合馬術競技  90,000 50,000 30,000 

内国産馬場馬術競技  70,000 40,000 30,000 

内国産障害飛越競技  70,000 40,000 30,000 

L2 課目馬場馬術競技  70,000 40,000 30,000 

中障害飛越競技 D 70,000 40,000 30,000 

M1 課目馬場馬術競技  80,000 40,000 30,000 

中障害飛越競技Ｃ  80,000 40,000 30,000 

ｾﾝﾄｼﾞｮｰｼﾞ賞典馬場馬術競技  100,000 50,000 30,000 

井上喜久子杯 (ｾﾝﾄｼﾞｮｰｼﾞ賞典 ) 110,000 60,000 40,000 

中障害飛越競技Ｂ  100,000 50,000 30,000 

竹田恆和杯 (中障害Ｂ ) 110,000 60,000 40,000 

飼育奨励金総額 2,010,000 円  

 

 

 



5．申し込み締切、及び申し込み方法 

（1）  締 切   令和 2 年 10 月 27 日（火）（必着）  

（2）  参加申し込みは、書類申請又はメールにより行うこと  

（3）  必要書類  ①申込集計書 (様式 1) 

                ②参加人馬登録用紙 (様式 2) 

                ③申込用紙 (様式 3) 

        ④入厩届 (様式 4) 

⑤誓約書  

※振込明細のコピーを添えるか、振込日または予定日を申込集計書にご記入の上、お申し込みください  

※ (３ )の必要書類は全て(公社)全国乗馬倶楽部振興協会ホームページよりダウンロードしてください 

（4）  書類送付先  

〒105-0004 

東京都港区新橋 4-5-4 JRA 新橋分館 5 階公益社団法人  全国乗馬倶楽部振興協会内    

「全国乗馬指導者競技会実行委員会」宛  

（5）  参加料の納入  ※原則として銀行振込のみ  

振込口座／三井住友銀行  経堂支店  （普）6327264 

全国乗馬指導者協会  理事長  細野利昭  

 
 

6．参加料 

（1）  馬匹参加料 

出場馬 1 頭につき 11,000 円 

（2）  選手参加料 

全国乗馬指導者協会 
加入者 11,000 円／1 エントリーにつき 

未加入者 16,000 円／1 エントリーにつき 

※加入･未加入が不明の場合は指導者協会 事務局までお問い合わせください 

追加手数料（1 件につき） 3,000 円 

変更手数料（1 件につき）  1,000 円  

フレンドシップ 6,000 円 

フィールオブドプレイ 8,000 円 

 

（3）  エントリーの追加・変更  

 ・事前エントリー時に申込のあった人馬は追加・変更可  

     ※競技前日以降の追加・変更は認めない。  

（4）  一度納入された参加料は如何なる場合でも返金しない。ただし、主催者の都合により  

 競技への参加を断る場合はこの限りではない。  

7．宿  泊   

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、馬付添人、選手への宿泊の斡旋

は行いません。各自で手配ください。  



8．輸送費補助  

   本協会加入乗馬クラブには、輸送費の一部を補助する場合がある。 

9．参加馬の入退厩  

（1）  入厩時間は、原則令和 2 年 11 月 16 日（月）午前 9 時から午後 4 時までとする。  

なお、申込時に到着予定時刻を入力のこと。  

所定の時間外に入厩することはできません。  

（2）  入厩手続きについては別途発表します。  

（3）  退厩は、原則各競技終了から令和 2 年 11 月 18 日（水）までとしますが、競技本部の指

示に従ってください。競技開催中は、馬運車の移動はできません。  

（4）  日本馬術連盟が主催する全日本障害馬術大会パートⅠおよび全日本ジュニア馬場馬術

競技に出場する馬はこの限りではない。申し込み時に必ず申込用紙に明記すること。  

※エントリー状況により、入退厩にご協力いただく場合がございます。あらかじめご了承願います。  

10．馬  糧・敷  料   

（1）  馬糧は各自が用意し、退厩の際はすべて持ち帰ること。  

（2）  敷料は木材チップのみとし、実行委員会が用意する。  

11．防  疫  ※必ずお読みください  

（1）  下記の事項が記載された馬の健康手帳を携行すること。  

  馬インフルエンザの予防接種を以下の要領で実施し、その接種証明。  

a. 基礎接種として初回ワクチン接種を実施してから 21日以上・2ヵ月以内に2回目の    

 ワクチン接種を行い、その後、 7ヵ月以内に最初の補強接種を行い、それ以降は      

 1年以内に継続的に補強接種を受けていなければならない。  

 ※予防接種間隔が1年を超えた場合は、再度基礎免疫から実施する  

b. 競技場に入厩する6 ヵ月+21日以内に補強接種（または基礎接種の2回目）を受けてい

なければならない。ただし、競技場へ入厩する前1週間以内のワクチン接種は接種歴として

認められない。  

c. 2008年3月31日以前に基礎接種を完了している馬については、基礎接種の後の最初の  

 補強接種は1年以内であれば可とする。  

（2） 馬インフルエンザが疑われる馬匹は入厩できない。出発前1週間の臨床症状をよく観察し、

 馬インフルエンザを疑う症状がある場合は、獣医師に検査を依頼すること。  

（3） 馬輸送用馬運車は、積み込み前にその内部をパコマまたは逆性石鹸等で消毒すること。 

（4） 入厩予定日において、輸入検疫後の着地検査中(3ヶ月)の馬匹は出場できない。 

（5） 上記が守れない場合や申込書類に不備がある場合は入厩を認めない。  

12．打ち合せ会 

（1）  今年度は、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、打ち合わせ会は行いません。 

（2）  代替の実施方法については別途ご案内させて頂きますが、掲示物や放送等に十分ご注意

ください。 

13．その他 

（1）  本大会は（公社）日本馬術連盟の「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」 に基づき開催致します。参加者は当ガイドラインを遵守

し、感染防止に十分な配慮をするとともに、「健康観察・行動記録」を団体ごとに毎日



競技開始前に提出をお願い致します。提出されていない場合は、出場をお断りする場合

があります。  

また、エントリー時に新型コロナウィルスに関する「誓約書」を必ずご提出ください。 

本大会は、基本的に無観客といたします。各団体は、来場予定の選手、オーナー･グル

ームの名簿を誓約書とともに提出してください。オーナー・グルームは､馬匹 1 頭に   

つき 2 名以内とします。リストバンドを配布しますので、入場に際しては、警備員に   

提示してください。  

（2）  本競技会は雨天にかかわらず開催する。 

（3）  出場人馬の事故防止については充分注意すること。 

  尚、万一事故発生の場合、主催者はその責任を一切負わない。 

（3）  厩舎地区は禁煙とし、会場内とその周辺でのテント設営、自炊、火気の使用は認めない。  

（4）  全ての書類には必要事項を洩れなく記入すること。 

（5）  全国指導者競技会（フィールドオブプレイおよびフレンドシップは除く）に出場した 

  選手は、指導者資格更新時の要件となります。競技会出場と併せ「乗馬指導上、現在  

  行っている安全対策について」のレポート（600 字以上）を競技会終了後 10 日以内に 

  全国乗馬指導者協会局宛に提出にて更新要件が満たされます。 

 

※申込書類（公社）全国乗馬倶楽部振興協会ホームページよりダウンロードしてください。 

 

14．お問い合わせ先  

  (公社 )全国乗馬倶楽部振興協会内  全国乗馬指導者競技会実行委員会  

   担当：競技実行委員会事務局  （原則  火･木曜日出勤）  

   TEL：03-6402-5800   FAX：03-6432-0860 

   Mail：uma_shidousha@yahoo.co.jp  

以上  


