
主催・場所 馬術苑　中島トニアシュタール

〒311-3114　茨城県東茨城郡茨城町大戸738

℡　029-292-6753　 FAX　029－292-8901

開催日 令和3年10月15日(金）～17日(日）

1 競技種目

    10月15日（金）

第1競技 80cm-1 非公認 H80W100 基準表A238　2.1

第2競技 100cm-1 非公認 H100W120 基準表A238　2.2

第3競技 MD-1 公認 H110W130 基準表A238　2.2

第4競技 MC-1 公認 H120W140 基準表A238　2.2

第5競技 MB-1 公認 H130W150 基準表A238　2.2

第6競技 L1課目Ⅰ 公認 JEF馬場馬術課目L1課目2013　（2021更新版）

指導者馬場 馬場馬術競技L1課目 非公認 JEF馬場馬術課目L1課目2013　（2021更新版）

第7競技 M1課目Ⅰ 公認 JEF馬場馬術課目M1課目2013（2021更新版）

第8競技 S1課目Ⅰ 公認 JEF馬場馬術課目S1課目2013（2021更新版）

第9競技 セントジョージⅠ 公認 FEIセントジョージ賞典馬場馬術課目2009（2021更新版）

第10競技 自由選択課目① 非公認 60m×20m演技のみ 成績非公開

    10月16日(土）

第11競技 60cm-1 非公認 H60W80 基準表A238　2.1

第12競技 80cm-2 非公認 H80W100 基準表A238　2.1

第13競技 100cm-2 非公認 H100W120 基準表A238　2.1

第14競技 MD-2 公認 H110W130 基準表A238　2.1

指導者障害 障害飛越競技110ｸﾗｽ 非公認 JEF中障害D/H110，W130以内

第15競技 MC-2 公認 H120W140 基準表A238　2.1

第16競技 MB-2 公認 H130W150 基準表A238　2.1

第17競技-2 OTTE-２ クロスカントリー 非公認

＊　第17競技　OTTE　・・・・・・　　オフザトラックイベンティング　（総合馬術競技）

第17競技-1 OTTE-１ 馬場 非公認

第18競技 L1課目Ⅱ 公認 JEF馬場馬術課目L1課目2013（2021更新版）

第19競技 M1課目Ⅱ 公認 JEF馬場馬術課目M1課目2013（2021更新版）

第20競技 S1課目Ⅱ 公認 JEF馬場馬術課目S1課目2013（2021更新版）

第21競技 セントジョージⅡ 公認 FEIセントジョージ賞典馬場馬術課目2009（2021更新版）

第22競技 A２課目① 非公認 JEF馬場馬術課目 A２課目2013（2021更新版）

第23競技 A３課目① 非公認 JEF馬場馬術課目 A３課目2013（2021更新版）

第24競技 非公認

第25競技 非公認 J.E.F．馬場馬術競技L1課目2013（2021更新版）

第26競技 L１課目① 非公認 JEF 馬術競技L１課目2013（2021更新版）

第27競技 自由選択課目② 非公認 60m×20m演技のみ 成績非公開

    10月17日(日）

第28競技 60cm-2 非公認 H60W80 基準表A238　2.1

第29競技 80cm-3 非公認 H80W100 基準表A238　2.1

第17競技-3 OTTE-3 障害 非公認 H90W110 基準表A238　2.1

第30競技 90cm-１ 非公認 H90W110 基準表A238　2.1

第31競技 100cm-3 非公認 H100W120 基準表A238　2.1

第32競技 NTSダービー 非公認 H100W120 基準表A238　2.2

第33競技 アマチュアダービー 非公認 H70W90 ＊小バンケットあり 基準表A238　2.1

第34競技 A２課目③ 非公認 JEF馬場馬術課目 A２課目2013（2021更新版）

第35競技 A３課目③ 非公認 JEF馬場馬術課目 A３課目2013（2021更新版）

第36競技 L１課目② 非公認 J.E.F馬場馬術L1課目2013（2021更新版）

第37競技 自由選択課目③ 非公認 60m×20m演技のみ 成績非公開

障害馬術競技と馬場馬術競技は同時進行となります。

RRC　馬場馬術競技L1課目

（公益社団法人　日本馬術連盟　公認障害馬術競技会★ 　公認馬場馬術競技会　)

NTS馬術大会 オータム　要項 　　

クロスカントリー　全長1500ｍ　高さ60cmまで

NRCA新馬馬場馬術課目2021

RRC　馬場馬術競技新馬馬場馬術課目 NRCA新馬馬場馬術課目2021 ＊全国乗馬俱楽部振興協会（以下NRCAという）制定



＊　第17競技　OTTE　・・・　　オフザトラックイベンティング　（総合馬術競技）

この競技は、引退競走馬のみエントリー可能です。

出場可能馬は、RRC競技と同じ条件となります。

詳しくは、要項第45条　参加資格⑥及び⑦をご覧ください。

2. 参加料

公認競技 １１，０００円

第24競技　　RRC新馬馬場 １０，０００円

第25競技　 RRCL1課目 １０，０００円

第17競技　OTTE １９，８００円

その他非公認競技 ９，９００円

＊　OP参加は １，１００円引き

3. 登録料

１頭 １１，０００円

4. 参加資格

① 選手は何らかの傷害保険に加入していること。

② 公認競技に出場する選手は、日本馬術連盟の個人会員で申込時において騎乗者資格Ｂ級

以上の取得者であること。

③ 公認競技に出場する馬匹は、日本馬術連盟への登録が完了し、障害競技においてはいず

れかのグレード申請をしていること。

④ プロとは、乗馬クラブに従事している者とする。

⑤ プロは、障害　100cm以下、アマチュアダービー、L1課目(非公認競技）以下への出場をオープン参加とする。

⑥ 　第17競技　OTTE　・第24競技　・第25競技　RRC　馬場馬術競技　出場馬について

出場馬は、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30（2018）年1月1日以降

の出走歴を持つ3歳以上の馬とする。また、未出走馬は年齢が３歳以上7歳以下とし、年齢は馬年齢(1月1日)

を適応する。マイクロチップ等を用いた個体識別を行う。

各大会とも1種目に1頭の馬が複数回出場することはできない。

同一競技会において2種目（①、②）に同一人馬で出場することはできない。

なお、同年にRRC馬場馬術競技に優勝した同一人馬での出場は不可とする。ただし、種目（障害馬術競技）または、

騎乗者を変更しての出場は可とする。

⑦ 　第17競技　OTTE　・第24競技　・第25競技　RRC　馬場馬術競技　出場選手について

以下の資格または、同等の技量を有する者とし、安全には十分留意して、参加団体及び馬の

所有者が推薦する者。

・全国乗馬倶楽部振興協会　乗馬指導者資格

・全国乗馬倶楽部振興協会　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

・全国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

⑧ 第24競技　・第25競技　RRC　馬場馬術競技出場選手は、申込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。

　

5. 参加条件

① 服装は、全ての競技において正装とする。

② 大会期間中の準備馬場及び競技馬場での騎乗時の服装及び固定式顎紐付きヘルメットの

着用は、ＪＥＦの規程を適用する。（選手以外の者が騎乗する場合も同様とする）

③ 公認競技出場において、馬匹の出場は同一競技につき１回限りとする。

④ 非公認競技(第24・25競技以外）において、同一馬は同一種目に何回でも出場できる。ただし、

同一人馬の２回目以降の出場は、オープン参加となる。

⑤ 公認競技の追加出場申請は、前日の全競技終了後３０分以内とする。

⑥ 非公認競技(第24競技・第25競技以外）の追加出場申請は随時受け付ける。



6. 競技規程

① 要項及び打合せ会で定められた規程以外はＪＥＦ競技会規程の最新版を適用する。

② 打合せ会において決定した事項を優先する。

③ 参加人数３名以下の競技は取りやめることがある。（公認種目は２名以下）

④ 準備運動馬場は安全のため、頭数制限をするので指示に従うこと。

⑤ 第24競技、第25競技以外の馬場馬術非公認競技は、常識の範囲での補助具の使用を可とする。

7. 防疫規程

① 公益社団法人　日本馬術連盟　馬インフルエンザ予防接種実施要領に従い、予防接種を済ませ

ていること。

② 入厩する馬匹の健康手帳を携行、入厩次第運営事務局へ提出すること。

8. 入厩期間

入厩期間は、10月14日～17日までとし、午前６時～午後５時の間に済ませるようにすること。

それ以外の場合は入厩日時をあらかじめ大会本部に必ず知らせること。

9. 表彰及び飼育奨励金

① 入賞は各競技５位までとし、リボンを贈る事とする。

② ５名以上の参加のない競技においては３位までを表彰の対象とする。

③ 飼育奨励金は別途参照。

④ 第24・25競技は、全国乗馬倶楽部振興協会より「引退競走馬所有奨励金」(目録）を授与する。

10. 参加申し込み ご注意ください！！

＊ 今大会は、新型コロナウィルス感染拡大防止　密を避けるため、エントリー頭数が、１００頭になり

次第申込を締め切らせていただきます。

＊ 参加申込につきましては、9月１日（水）より受け付けます。FAXでも構いません。

メールでも受付ます。その場合、【　nts@turnier.co.jp　】に、エントリーを添付して送ってください。

＊ 但し、全体の締め切りは、9月29日（水）となります。

送付先 〒311-3114　　茨城県東茨城郡茨城町大戸738

馬術苑　中島トニアシュタール

℡　　029-292-6753 fax　029-292-8901

11. お振込先

常陽銀行　　平須支店　　普通預金　　6069439

口座名義　　(株）中島トニアシュタール　　代表取締役　中島信行

12. 打ち合わせ会 10月14日(木)　15:00より、インドア馬場にて行います。

13. その他

① 競技出場順は、主催者側が決定する。

② 競技会場が定める遵守事項及び、注意事項を厳守すること。

③ 障害馬術競技と馬場馬術競技は同時進行となる可能性があります。

④ 選手及び関係者は事故の無いよう十分注意を払うこと。

⑤ 競技中の人馬の事故に対して応急処置はとるが本大会はその責任は負わない。

⑥ 施設内での盗難について一切責任を負いませんので各自にて管理をすること。

⑦ 厩舎内での火気の使用を一切禁止する。

⑧ 厩舎及びその周辺の清掃等は参加団体が自主管理すること。

⑨ 退厩時には厩舎を清掃し、洗蹄所の馬糞等も片づけること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑩ ゴミは各自の責任で持ち帰ること。

⑪ 一般車・馬運車の駐車は中島トニアシュタールのスタッフの指示に従うこと。

⑫ 競技開始時刻は天候・馬場状態により変更する可能性がある。

変更の際はその都度ご案内させて頂きます。




