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第 13 回 ジャパンホースフェスティバル  

競技実施要項  

 

期 日：  2021 年 6 月 10 日（木）～13 日（日）  

会 場：  御殿場市馬術・スポーツセンター  

      静岡県御殿場市仁杉 1415-1 

主 催：  公益社団法人  全国乗馬倶楽部振興協会  

主 管：  ジャパンホースフェスティバル実行委員会  

協 力：  静岡地区乗馬倶楽部振興会  

         関東学生馬術協会，退官自衛官  

 
 

1．競技種目  

日   程  競   技  

6 月 10 日（木）（入厩日）  フレンドシップ (障害 )Ⅰ～Ⅲ , フレンドシップ（馬場）  

6 月 11 日（金）  

指導者競技  

馬場  

複合馬術競技 (馬場 )，新馬馬場馬術競技，内国産馬場馬術競技  

L2 課目馬場馬術競技  

  M1 課目馬場馬術競技 ,セントジョージ賞典馬場馬術競技  

障害  

新馬障害飛越競技，内国産障害飛越競技 ,中障害飛越競技 D 

中障害飛越競技 C  

複合馬術競技 (障害 ),中障害飛越競技 B 

6 月 12 日（土）  

フェスティバル競技   

指導者者競技  

馬  場  A2 課目 PartⅠ， A3 課目 PartⅠ、L1 課目 PartⅠ，井上喜久子杯 (内国産 St.) 

障  害  

バーティカル障害 PartⅠ，80cm PartⅠ，90cm PartⅠ  

アキュムレーター , 竹田恆和杯 (内国産中 B) 

イベント  レジェンドカップ  

6 月 13 日（日）  

フェスティバル競技   

 
 

馬  場  A2 課目 PartⅡ，A3 課目 PartⅡ，L1 課目 PartⅡ，パ･ド･ドゥ  レベルⅠ  

障  害  

ジムカーナ，バーティカル障害 PartⅡ，80cm PartⅡ，90cm PartⅡ  

チームアキュムレーター  
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【6 月 10 日(木)】  

競技種目  高さ  幅  競技基準及び出場資格  

フレンドシップ  Ⅰ  90 ㎝以内  110 ㎝以内  

人馬ともに制限しない/６０秒  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  

フレンドシップ（馬場）   屋内競技場  5 分  

 

◆指導者競技  

【6 月 11 日(金)】  

競技名  競技基準及び出場資格  

第 1-1 競技  課目  NRCA 新馬馬場馬術競技課目 2021 

複合馬術競技（馬場馬術） 

第 1-2 競技と合わせて出場 

出場資格  
前年度 JEF 主催の全日本総合馬術選手権大会に出場した同一人

馬は出場できない  

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  

第 2 競技  

新馬馬場馬術競技  

（内国産馬）  

課目  NRCA 新馬馬場馬術競技課目 2021 

出場資格  サラブレッドは最終レースが 2019.4.1 以降に出走した馬  

(ど ち ら か に 該 当 ） 未出走馬ならびに内国産乗用馬は年齢が 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  

第 3 競技  

内国産馬場馬術競技 

課目  JEF 馬場馬術競技 L1 課目  2013（2021 年更新版）  

出場資格  

サラブレッドは最終レースが 2019.3.31 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 6-2 競技に同一人馬での出場はできない  

第 4 競技  

L2 課目馬場馬術競技 

課目  JEF 馬場馬術競技 L2 課目  2013（2021 年更新版）  

出場資格  

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  

第 5 競技  

M1 課目馬場馬術競技 

課目  JEF 馬場馬術競技 M1 課目  2013（2021 年更新版）  

出場資格  
前年度に 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  
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競技名  競技基準及び出場資格  

第 6-1 競技  

セントジョージ賞典  

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（2021 年更新版）  

出場資格  制限なし  

第 7 競技  

新馬障害飛越競技  

(内国産馬) 

グレード  JEF 小障害 B 

高さ、基準等  
基準 A 第 238 条 2-1 高さ：90 ㎝，幅：110 ㎝以内  

分速 350ｍ／分  ≪3 反抗失権≫ 

出場資格  サラブレッドは最終レースが 2019.4.1 以降に出走した馬  

（どちらかに該当）  未出走馬ならびに内国産乗用馬は年齢が 7 歳以下の馬  

その他  乗馬で下見することを可とする  

第 8 競技  

中障害飛越競技 D 

グレード  JEF 中障害 D 

高さ、基準等  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  

第 9 競技  

内国産障害飛越競技 

グレード  JEF 中障害 D 

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

出場資格  

サラブレッドは最終レースが 2019.3.31 以前に出走した馬  

 ※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  

第 10 競技  

中障害飛越競技 C 

グレード  JEF 中障害 C 

高さ、基準等  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  

第 11-1 競技  

中障害飛越競技 B 

グレード  JEF 中障害 B  

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

出場資格  制限なし  

第 1-2 競技  

複合馬術競技  

（障害飛越）  

グレード  JEF 小障害 A 

高さ、基準等  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  

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  
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【6 月 12 日(土)】  

競技名  競技基準及び出場資格  

第 6-2 競技  

井上喜久子杯  

(セントジョージ賞典馬場馬術 ) 

課目  FEI セントジョージ賞典馬場馬術課目  2009（2021 年更新版）  

出場資格  内国産馬限定（外国産の引退競走馬は出場可）    

第 11-2 競技  

竹田恆和杯  

（中障害飛越競技 B）  

グレード  JEF 中障害 B 

高さ、基準等  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（外国産の引退競走馬は出場可）    

 

●フェスティバル競技  

【6 月 1２日(土)】  

競技名  競技基準及び出場資格  

第 12 競技  課目  JEF 馬場馬術競技 A2 課目 2013（2021 年更新版）  

A2 課目馬場馬術競技パートⅠ  その他  補助手綱，鞭の使用を可とする  

第 13 競技  課目  JEF 馬場馬術競技 A3 課目 2013（2021 年更新版）  

A3 課目馬場馬術競技パートⅠ  その他  補助手綱，鞭の使用を可とする  

第 14 競技  課目  JEF 馬場馬術競技 L1 課目 2013（2021 年更新版）  

L1 課目馬場馬術競技パートⅠ  その他  鞭の使用を可とする  

第 15 競技  

高さ、基準等  

基準 A 第 238 条 2.1   

バーティカル障害飛越競技パートⅠ  高さ：60cm，分速 325ｍ／分  

第 16 競技  
高さ、基準等  

基準 A 第 238 条 2.1   

障害飛越競技 80cm クラスパートⅠ  高さ：80cm，幅：100cm 以内，分速 325ｍ／分  

第 17 競技  

障害飛越競技 90cm クラスパートⅠ  
高さ、基準等  

基準 A 第 238 条 2.1 

高さ：90cm，幅：110cm 以内，分速 350ｍ／分  

第 18 競技  

アキュムレーター  

高さ、基準等  
基準 A 第 269 条  ローカルルール  

高さ 100 ㎝、幅 120 ㎝以内、分速 350m/分  
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●フェスティバル競技  

【6 月 13 日(日)】  

競技種目  競技基準及び出場資格  

第 19 競技  

A2 課目馬場馬術競技        

パートⅡ  

課目  JEF 馬場馬術競技 A2 課目 2013（2021 年更新版）  

その他  補助手綱，鞭の使用を可とする  

第 20 競技  

A3 課目馬場馬術競技  

パートⅡ  

課目  JEF 馬場馬術競技 A3 課目 2013（2021 年更新版）  

その他  補助手綱，鞭の使用を可とする  

第 21 競技  

L1 課目馬場馬術競技         

パートⅡ  

課目  JEF 馬場馬術競技 L1 課目 2013（2021 年更新版）  

その他  補助手綱，鞭の使用を可とする  

第 22 競技  

パ･ド･ドゥ   

レベル I 

課目  全国乗馬倶楽部振興協会制定  馬場馬術パ･ド･ドゥ  レベル I 

騎手の服装  
原則自由※ 3 点固定式乗馬用防護帽・キュロット・長靴は必ず正しく着用する

こと  

馬装  
馬への装飾（たてがみや尾の飾り付け，馬体のペイント，肢巻

等の着用）を認める  

第 23 競技  

ジムカーナ競技  
高さ、基準等  

地上横木あり、ローカルルール  

制限時間 120 秒  

第 24 競技  

バーティカル障害飛越競技  

パートⅡ  

高さ、基準等  

基準 A 第 238 条 2.1 

高さ：60cm，分速 325ｍ／分  

第 25 競技  

障害飛越競技 80cm クラス  

パートⅡ  

高さ、基準等  

基準 A 第 238 条 2.1 

高さ：80cm，幅：100cm 以内，分速 325ｍ／分  

第 26 競技  

障害飛越競技 90cm クラス  

パートⅡ  

高さ、基準等  

基準 A 第 238 条 2.1 

高さ：90cm，幅：110cm 以内，分速 350ｍ／分  

第 27 競技  

チームアキュムレーター 

高さ、基準等  
基準 A 第 269 条，ローカルルール  

高さ：100cm，幅：120cm 以内，分速 350ｍ／分  

チーム編成は、プロアマ、親子、夫婦、祖父母孫、兄弟姉妹とする   
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2．審査規定（両競技共通）  

（1）  JEF 競技会規程（2021 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 7 競技 新馬障害飛越競技，及びフェスティバル競技の障害飛越競技は 3 反

抗失権とする。 

（4） フェスティバル競技の馬場馬術競技は、すべて補助手綱及び鞭の使用を可とする。 

 

ブリティッシュ競技の服装について  

JEF 競技会規程（2021 年 4 月 1 日）を準用。  

 馬場馬術競技においては、26 才以下のライダーは 3 点固定式の乗馬用保護帽の着用を義

務とする。  

 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  

◆指導者競技  

（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。 

（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。  

 

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または引退競走馬(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。  

  

●フェスティバル競技  

 本大会は、全国の乗馬愛好者を対象に乗馬競技会へ出場する機会を与え、競技会の楽しさや 

 技術の向上を目的とする。また、競技会を通して一般国民に乗馬の楽しさを含めた底辺拡大  

 と普及宣伝、促進を併せて図ることも目的とする。  

（1） 各団体の責任者は、参加選手が出場種目に関して「適正かつ安全」であるかを十分に考慮すること。 

（2）  選手及び馬に携わる者は、何らかの傷害保険に加入していること。  



  

7 

 

（3）  「プロ」とは、(公社) 全国乗馬倶楽部振興協会  乗馬指導者資格を有している者および同     

等の技能を有する者とする。  

（4）  チーム競技以外にプロが参加する場合はオープン参加とする。  

 

4．表彰   

※表彰式は状況によっては実施しない場合もありますので、放送等にご注意ください。  

◎両競技共通  

（1）  表彰式には正装で参加すること。  

（2）  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。  

◆指導者競技  

（1）  各競技の入賞は 1 位～3 位までとし、入賞者に奨励金を授与する。  

（2）  第 6-2 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。  

（3）  第 11-2 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。  

 

【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 40,000 

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  60,000  35,000 25,000 

中障害飛越競技 D 60,000  35,000 25,000 

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 40,000 

井上喜久子杯 (ｾﾝﾄｼﾞｮｰｼﾞ賞典 ) 120,000 70,000 50,000 

中障害飛越競技Ｂ  100,000 50,000 40,000 

竹田恆和杯 (中障害Ｂ) 120,000 70,000 50,000 

飼育奨励金総額  2,060,000 円  
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●フェスティバル競技  

（1）  各競技の入賞は 1 位～6 位までとする。  

（2）  第 1１競技のパ・ド・ドゥ競技については、最も華麗であると認められたチームに、     

 ベスト・ドレッサー賞を授与する。  

（3）  競技ごとの授与品は下記のとおりとする。  

 

種目／順位  １位  ２位  ３位  ４～6 位  

12,13,15, 

19,20,23，

24 競技  

賞状  賞状  賞状   

褒賞品  褒賞品  褒賞品  褒賞品  

 

種目／順位  １位  ２位  ３位  ４～6 位  

14,16,17,18,

21,22,25,26, 

27 競技  

賞状  賞状  賞状   

飼育奨励金  

30,000 円  

飼育奨励金  

10,000 円  

飼育奨励金  

5,000 円  

褒賞品  

 

5．申し込み締切、及び申し込み方法  

（1）  締  切   2021 年 5 月 13 日（木）（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) 

        ④  入厩届(様式 5) 

⑤  誓約書  

⑥  来場予定者名簿  

※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（公社）全国乗馬倶楽部振興協会内    

「ジャパンホースフェスティバル実行委員会」宛  
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（5）  参加料の納入  ※原則として銀行振込のみ  

振込口座／三菱 UFJ 銀行  本店  （普）2445738 

公益社団法人全国乗馬倶楽部振興協会  大会口  

 

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  

 ◆指導者競技（1 エントリーにつき）  

全国乗馬指導者協会 
加入者  11,000 円  

未加入者  16,000 円  

※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  

 ●フェスティバル競技（1 エントリーにつき）  

全競技（チーム競技も含む）  10,000 円  

オープン参加  8,000 円  

 ◎両競技会共通事項  

フレンドシップ（障害）  6,000 円  

フレンドシップ（馬場）  8,000 円  

申込締切日以降  

追加手数料（1 件につき）  
3,000 円  

申込締切日以降  

変更手数料（1 件につき）  
1,000 円  

 

（3）エントリーの追加・変更  

  ◎両競技共通  

     ・事前エントリー時に申込のあった人馬の追加・変更可  

     ※6 月 7 日（月）以降の追加・変更は一切認めない。  

（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。  
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7．宿  泊   

（1）  事前の申し込みに限り、参加団体につき1名の馬付添い人 (男子に限る )の仮眠所(ホース

マネージャー棟 )を用意する。利用を希望する者は、御殿場市馬術・スポーツセンター (TEL 

0550-80-4150)に直接申し込みを行なうこと。  

 

【注意事項】  

・宿泊料：１泊1,100円  当日センターにて支払、鍵の受け渡しを行うこと  

・寝具は各自で用意すること。  

・定員になり次第締切とする。(2人部屋×6室･4人部屋×2室)  

・申込人数によっては相部屋になる場合もある。  

・室内は火気厳禁。煙草は喫煙所を利用すること。  

・退室の際は清掃をし、窓の戸締り、電気消灯を厳守すること。  

（2）  選手及び一般の宿泊は各自で手配すること。  

 

8．輸送費補助  

   本協会登録乗馬クラブには、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、2021 年 6 月 10 日（木）8：00 以降とする。  

（2）  会場到着後、速やかに「馬の健康手帳」を大会本部に提出し、入厩受付をすること。  

（3）  入厩受付（健康手帳の提出）は、各日 7：00（10 日のみ 8：00）～17：00 までに行う

こと。  

（4）  退厩は各競技終了から 2021 年 6 月 13 日（日）までとする。  

※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
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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) 新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、打合せ会は行いません。    

（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．懇親会  

新型コロナウイルス「COVID-19」感染拡大防止のため懇親会を行いません。 

 

14．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       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。  

（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  

（4）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。  

（5）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。  
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（6）全ての書類には必要事項を洩れなく記入すること。  

 ※申込書類及び、NRCA 新馬馬場馬術競技課目、パ・ド・ドゥ等の経路図は、  

 （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。  

（7） 指導者競技（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に  

      なります。競技出場と併せ、「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）を競技終了後、3 週間以内(2021 年 7 月 4 日まで)に全国乗馬指導者

協会宛にメール、もしくは郵送にてご提出いただくと更新要件が満たされます。  

 

15．お問い合わせ先  

  (公社)全国乗馬倶楽部振興協会内  ジャパンホースフェスティバル実行委員会  

   担当：中村、堀内  

   TEL：03-6402-5800 

   FAX：03-6432-0860 

   Mail：uma.shidousha@gmail.com 

mailto:uma.shidousha@gmail.com

