
(公社)⽇本⾺術連盟公認競技会★★★

株式会社乗⾺クラブクレイン 運営︓クレインホースショー実⾏委員会
奈良県⾺術協会

１．期⽇
2022年9⽉8⽇（⽊）〜11⽇（⽇）

2．会場
三⽊ホースランドパーク

兵庫県三⽊市別所町⾼⽊   TEL．0794－83－8110
3．コースデザイナー

村⽥ 達哉 ⽒
4．競技種⽬及び⽇程

⽇程 競技№ 公認 種⽬ 競技規定 備考
フレンドシップ・ジャンプ 100

（Ｈ100，Ｗ120以内）

フレンドシップ・ジャンプ 115
（Ｈ115，Ｗ140以内）

フレンドシップ・ジャンプ 130
（Ｈ130，Ｗ150以内）

オールカマーⅠ
（Ｈ100，W120以内︔障害個数１０以内）

 中 障 害 ⾶ 越 Ｄ Ⅰ Ｓ＆Ｈ
（Ｈ105，W１3０以内︔障害個数１３以内）

 中 障 害 ⾶ 越 Ｃ Ⅰ Ｓ＆Ｈ
（Ｈ115，W140以内︔障害個数１３以内）

 中 障 害 ⾶ 越 Ｂ Ⅰ Ｓ＆Ｈ
（Ｈ125，W150以内︔障害個数１３以内）

 中 障 害 ⾶ 越 Ａ Ⅰ Ｓ＆Ｈ
（Ｈ１３５，W１６０以内︔障害個数１３以内）

 ⼤ 障 害 ⾶ 越 Ｂ Ⅰ Ｓ＆Ｈ
（Ｈ１４５，W１７０以内︔障害個数１３以内）

オールカマーⅡ
（Ｈ100，W120以内︔障害個数１０以内）

中 障 害 ⾶ 越 Ｄ Ⅱ 標準
（Ｈ１１０，W１３０以内︔障害個数１３以内）

中 障 害 ⾶ 越 Ｃ Ⅱ 標準
（Ｈ１２０，W１４０以内︔障害個数１３以内）

中 障 害 ⾶ 越 Ｂ Ⅱ 標準
（Ｈ１３０，W１５０以内︔障害個数１３以内）

中 障 害 ⾶ 越 Ａ Ⅱ 標準
（Ｈ１４０，W１６０以内︔障害個数１３以内）

 ⼤ 障 害 ⾶ 越 Ｂ Ⅱ 標準 
（Ｈ１５０，W１７０以内︔障害個数１３以内）

オールカマー ファイナル
（Ｈ100，W120以内︔障害個数１０以内）

中障害⾶越Ｄ ファイナル ⼆段階
（Ｈ１１０，W１３０以内︔障害個数１３以内）

中障害⾶越Ｃ ファイナル ⼆段階
（Ｈ１２０，W１４０以内︔障害個数１３以内）

中障害⾶越Ｂ ファイナル 
（Ｈ１３０，W１５０以内︔障害個数１３以内）

まほろばＧＲＡＮＤＰＲＩＸ
（Ｈ１４０，W１６０以内︔障害個数１３以内）

  ※中障害⾶越Ａ，Ｂ及び⼤障害⾶越競技には⽔濠障害(幅3.5ｍ以内）を含む場合がある。

下⾒は合同で⾏う
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基準表A ２３８－２･１
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表彰は⾏わない

(減点０の⼈⾺にリボンを贈る）
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まほろばオータムホースショーＭｉｋｉ 2022
主催︓
後援︓

O3 基準表A ２３８－２･１
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表彰は⾏わない
(減点０の⼈⾺にリボンを贈る）
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基準表C ２３９条 ２６３条
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基準表A ２３８－２･１

基準表A ２３８－２･１

基準表A ２３８－２･１



4．参加資格

（1） ⽇本⾺術連盟による『⾺術競技会における新型コロナウィルス「ＣＯＶＩＤ-19」感染拡⼤予防ガイドライン』を遵守できる事。
（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

⽇本⾺術連盟騎乗者資格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、⽇本⾺術連盟の登録⾺であることかつ、いずれかのグレード申請を

完了していること。

5．参加条件
（1） 公認競技出場の場合、⼀競技につき⼀⾺1回限りとし、オープン参加は認めない。
（2） ⾮公認競技出場の場合、⾺匹の出場制限は定めないが、⼀競技につき同⼀⼈⾺1回限りとする。

ただし、競技進⾏に問題がなければ、同⼀⼈⾺でのオープン参加を1回認める。

6．競技会規定
公認障害⾶越競技においては、⽇本⾺術連盟競技会規程および⽇本⾺術連盟獣医規程最新版による。

7．選⼿の服装及び⾺装
（1） ①服装は、⽇本⾺術連盟競技会規程最新版による。特にいかなる場合でも騎乗する際は

 必ず固定式顎紐付き乗⾺⽤防護帽を正常に着⽤すること。
 乗⾺⽤防護帽を着⽤しない場合は出場を認めない。
  （選⼿以外の者が騎乗する場合も同様とする。）
②フレンドシップ・ジャンプの服装については、⾒苦しくない服装で、⻑靴及び定められた
 固定式顎紐付き乗⾺⽤防護帽を正常に着⽤すること。

（2）  ⾺装は、⽇本⾺術連盟競技会規程第257条による。

8．参加料

＊公認競技エントリー料 （ＭＤ、MC、MB、MA）

＊公認競技エントリー料 （⼤障害）

＊公認競技エントリー料 第17競技（まほろばＧＰ）

＊⾮公認競技エントリー料（オールカマー）

＊フレンドシップエントリー料

＊変更料 （種⽬、騎⼿、⾺匹のいずれか１つ。）
※フレンドシップ競技の変更料はかかりません。
※種⽬変更の場合は、出場料の差額+変更料を頂きます。

（差額の返⾦は致しません）
＊追加エントリー料

（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」

＊⼤会参加頭数が200頭を超える場合はエントリー申し込みの先着順とする。
＊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-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。
＊エントリー締め切り後の公認競技の追加、変更は前⽇の最終競技終了後の30分以内とする。
 （⾦曜⽇の変更・追加分は⽊曜⽇全フレンドシップ終了後、30分以内）
 ⾮公認競技については時間の許す限り受付けとするが、
 競技開始以降の追加はオープン参加とする。

1件につき ¥2,000

1エントリーにつき ¥8,000

⾺匹登録料（1頭）

1エントリーにつき 各エントリー料 ＋￥2,000

1エントリーにつき ¥14,000

1エントリーにつき ¥10,000

¥20,0001エントリーにつき

1エントリーにつき ¥13,000

¥12,000



9．申込⽅法及び期限
（１） エントリー参加申込受付は、2022年8⽉16⽇（⽕曜⽇）までの到着分とする。
（２） 申込に当たっては、次の書類すべてを同封すること。

①
② ⑤⼊厩届          ⑧エントリー代⾦振り込みを証明する書類
③

（3） 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
「CRANE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。 E-mail : 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け完了とします。

10.宿泊
（１） 選⼿及び選⼿関係者の宿泊は各⾃⼿配すること。
（２） 会場付近での宿泊及び会場内または周辺での⾃炊、⽕気の使⽤は認めない。

11．参加⾺⼊厩及び退厩
（１） ⼊厩について

① 2022年9⽉8⽇（⽊）午前8時以降から9⽉11⽇（⽇)までとする。9⽉8⽇以前に⼊厩を希望される団体は事前に直接
三⽊ホースランドパーク⾺事部に連絡し、許可を得ること。但し、ホースランドパークは毎週⽉・⽕両⽇は休業、
(代表番号︓0794-83-8110）。なお指定期間外の使⽤料は直接三⽊HLPに⽀払うこと。

② ⼊厩と同時に健康⼿帳を待機中の獣医師に提出し接種歴のチェック、⾺体検査を受けた後、公認競技種⽬出場⾺の
JEF登録証を⼤会本部に提出すること。
⼊厩⾺は、添付の「三⽊ホースランドﾊﾟｰｸ⼊厩条件」を遵守すること。

③ すべての⾺匹は⼊厩検査を受けた後に会場を離れたときは、⼤会期間中に再度⼊厩することはできない。
（２） 退厩について

① 退厩は随時とするが、11⽇(⽇)全競技終了後2時間以内に完了すること。⼤会本部にて登録証、健康⼿帳を受領し
退厩すること。受領を忘れた団体は着払い便にて返送する。

② 退厩に際しては、⾺房ならびにその周辺を清掃し、⾺糞及び湿った敷き料を所定の場所に投棄し、残りの乾燥した
敷き料を⾺房の中央に積み上げること。その他のゴミは各⾃持ち帰ること。特に蹄洗場の清掃に努めること。

12．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。

13．⾺の防疫
⽇本⾺術連盟規程に準ずる。

14．打合せ会
（1） 打合せ会は⾏わない。

クレインホースショー実⾏委員会インスタグラムに最新の出番表、注意事項等をその都度投稿する。

15．表彰式
（1） 9⽉9⽇(⾦)及び10⽇(⼟)は、全競技終了後に⾏う。

9⽉11⽇(⽇)は、各競技終了後に⾏う。
尚、第17競技 まほろばグランプリのみ乗⾺表彰とする。

16．褒賞
（1） 別紙参照

17．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） 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。
（5） ⼀般観覧者に対して、事故のないよう⼗分注意すること。
（6） 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。
（7） 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。
（8） 厩舎地区及びその周辺は⽕気厳禁とする。
（9） 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。

（10） 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。
（11） ⼊厩⾺は、三⽊ホースランドパークＨＰ記載の「三⽊ホースランドパーク⼊厩条件」を遵守すること。
（12） ⼤会本部は9⽉8⽇（⽊）午前９時より9⽉11⽇（⽇）午後６時まで、会場屋内競技場１階競技会運営本部事務室に開設

する。

QRコード

エントリー集計表
参加申込書
誓約書・参加者名簿  ⑥帯同者名簿

④参加⾺資料表  ⑦ｺﾛﾅ感染防⽌参加団体誓約書



競技Ｎｏ 公認 競技名 リボン 賞⾦ リボン 賞⾦ リボン 賞⾦
第1競技 オールカマー Ⅰ

第2競技 ○ 中障害⾶越 D Ⅰ S＆H ○ ¥45,000 ○ ¥25,000 ○ ¥15,000

第3競技 ○ 中障害⾶越 C Ⅰ S＆H ○ ¥45,000 ○ ¥25,000 ○ ¥15,000

第4競技 ○ 中障害⾶越 B Ⅰ S＆H ○ ¥45,000 ○ ¥25,000 ○ ¥15,000

第5競技 ○ 中障害⾶越 A Ⅰ S＆H ○ ¥45,000 ○ ¥25,000 ○ ¥15,000

第6競技 ○ ⼤障害⾶越 B Ⅰ S＆H ○ ¥60,000 ○ ¥35,000 ○ ¥18,000

第7競技 オールカマー Ⅱ

第8競技 ○ 中障害⾶越 D Ⅱ 標準 ○ ¥45,000 ○ ¥25,000 ○ ¥15,000

第9競技 ○ 中障害⾶越 C Ⅱ 標準 ○ ¥45,000 ○ ¥25,000 ○ ¥15,000

第10競技 ○ 中障害⾶越 B Ⅱ 標準 ○ ¥45,000 ○ ¥25,000 ○ ¥15,000

第11競技 ○ 中障害⾶越 A Ⅱ 標準 ○ ¥45,000 ○ ¥25,000 ○ ¥15,000

第12競技 ○ ⼤障害⾶越 B Ⅱ 標準 ○ ¥70,000 ○ ¥37,000 ○ ¥20,000

第13競技 オールカマー ファイナル

第14競技 ○ 中障害⾶越 D ファイナル ⼆段階 ○ ¥60,000 ○ ¥30,000 ○ ¥20,000

第15競技 ○ 中障害⾶越 C ファイナル ⼆段階 ○ ¥60,000 ○ ¥30,000 ○ ¥20,000

第16競技 ○ 中障害⾶越 B ファイナル ○ ¥65,000 ○ ¥35,000 ○ ¥25,000

競技Ｎｏ ⽇⾺連公認 競技名 リボン 賞⾦ リボン 賞⾦ リボン 賞⾦

リボン 賞⾦ リボン 賞⾦ リボン 賞⾦

賞⾦総額
¥2,000,000

○ ¥50,000 ○ ¥20,000 ○ ¥15,000

減点０の⼈⾺にリボンを贈る

１位 ２位 ３位

第17競技 ○ まほろばGRANDPRIX

○ ¥350,000 ○ ¥200,000 ○ ¥100,000

4位 5位 6位

減点０の⼈⾺にリボンを贈る

まほろばサマーホースショーMiki2022 ★★★ 賞⾦⼀覧表

１位 ２位 ３位

減点０の⼈⾺にリボンを贈る


