
1 主催 京阪地区乗馬競技会実行委員会

2 共催 公益社団法人　全国乗馬倶楽部振興協会

3 開催日 令和元年１１月２２日(金)～１１月２４日（日）
  

4 会場 水口乗馬クラブ 滋賀県甲賀市水口町大字水口6382
　　　 TEL　0748-62-9568

5 種目 １１月２２日（金）
第１競技 ＪＥＦ馬場馬術競技　Ｌ１課目 2013 (公認)
第２競技 ＪＥＦ馬場馬術競技　Ｍ１課目 2013 (公認)
第３競技 全乗振指導者競技会馬場の部　Ｌ１課目
第４競技 ＪＥＦ馬場馬術競技　Ａ２課目 2013

(全乗振騎乗者２級認定試験)

フレンドシップ　Ⅰ　60秒フリー飛越 60～80cm
フレンドシップ　Ⅱ　60秒フリー飛越 90～100cm

第５競技 中障害飛越競技Ｄ Ｈ110Ｗ130　13以内 ＦＥＩ238．2，1 (公認)
第６競技 中障害飛越競技Ｃ Ｈ120Ｗ140　13以内 ＦＥＩ238．2，1 (公認)

１１月２３日（土）
第７競技 ＪＥＦ馬場馬術競技　Ｌ２課目 2013 (公認)
第８競技 ＪＥＦ馬場馬術競技　Ａ３課目 2013

第９競技 低障害飛越競技Ｃ Ｈ60Ｗ60 ＦＥＩ238．2，1
第１０競技 小障害飛越競技Ｃ Ｈ80Ｗ80 ＦＥＩ238．2，1
第１１競技 小障害飛越競技Ａ Ｈ100Ｗ120 ＦＥＩ238．2，1

(全乗振騎乗者２級認定試験)
第１２競技 中障害飛越競技Ｄ Ｈ110Ｗ130　13以内 ＦＥＩ238．2，1 (公認)
第１３競技 中障害飛越競技Ｃ Ｈ120Ｗ140　13以内 ＦＥＩ238．2，1 (公認)

１１月２４日（日）
第１４競技 中障害飛越競技Ｄ Ｈ110Ｗ130　13以内 ＦＥＩ238．2，2 (公認)
第１５競技 全乗振指導者競技会障害の部　 Ｈ110Ｗ130　13以内 ＦＥＩ238．2，2
第１６競技 中障害飛越競技Ｃ Ｈ120Ｗ140　13以内 ＦＥＩ238．2，2 (公認)
第１7競技 クロスバー競技 ＦＥＩ238．2，1
第１８競技 低障害飛越競技Ｂ Ｈ70Ｗ70 ＦＥＩ238．2，1
第１９競技 小障害飛越競技Ｂ Ｈ90Ｗ100 ＦＥＩ238．2，1
第２０競技 小障害飛越競技Ａ Ｈ100Ｗ120 ＦＥＩ238．2，1
第２１競技 リレー競技 Ｈ100Ｗ120(国体ﾙｰﾙに準ずる）

7 参加資格
ａ. (公社)全国乗馬倶楽部振興協会加入団体の所属者に限る。
ｂ. (公社)日本馬術連盟公認競技種目はこの限りではないが、(公社)日本馬術連盟の騎乗者

資格Ｂ級以上の有資格者であり、且つ登録馬であること。かつ、グレード宣言を完了している
こと。

8 選手の出場制限
ａ. 同一人馬による出場は、1種目1回に限る。
d. クロスバー、低障害競技、Ａ２，Ａ３課目において乗馬指導者はオープン参加とする。

9 馬匹の出場制限
a. 公認競技会は1種目１回とする。
b. 厩舎の関係上、登録頭数を制限する場合がある。

10 審判規程
日本馬術連盟競技会規程(国内規程)による。

(公社)日本馬術連盟公認

第２８回京阪地区乗馬競技会実施要項
(ｷｬﾛｯﾄﾎｰｽｼｮｰ)

＜カテゴリー★＞



但し一部ローカルルールを採用する。

11 表彰 .
a. 各競技、６位までを入賞とする。
ｂ 各競技種目の６位までの入賞馬に対し記念リボンを贈る。
ｃ ４，８，９，１０，１１、１７,１８，１９，２０競技の第1位に賞杯、第1位から第3位までにメダルを贈る。
ｄ. 下記の入賞者に飼育奨励金を贈る。

第１，２，５、６，７、１２，１３競技 １位　30,000円　２位　15,000円　３位  10,000円　
第１４，16競技 １位　50,000円　２位　25,000円　３位　10,000円　
第２１競技 １位 100,000円　２位　40,000円　３位　20,000円　

12 参加料
１種目１回につき、 馬場馬術競技、公認障害競技 １０,０００円

クロスバー、低障害・小障害競技 ８,０００円
フレンドシップ 　５,０００円
リレー 　　２０,０００円
指導者競技会 指導者競技会申込書(添付の別様式)にｴﾝﾄﾘｰ料を

添えて京阪地区乗馬倶楽部振興会へ申し込むこと。
変更料１件につき ２,０００円
追加の場合 参加料+　２,０００円
全乗振騎乗者２級技能認定審査料 上記参加料+１1,０００円
なお、既納の参加料は一切返却しない。

13 馬匹登録料
１頭につき １０,０００円
なお、既納の登録料は一切返却しない。

14 打ち合わせ会
打ち合わせ会は行わない。

15 選手の服装及び馬装
ａ. 日本馬術連盟競技会規程による。
ｂ. 選手は練習馬場及び競技出場の際は、必ず固定式ﾁﾝﾊｰﾈｽ付の保護帽を着用すること。
ｃ. 一般規程による服装の着用が困難な場合は、あらかじめその旨を大会本部に届け、承認

を得ること。
d. 馬場馬術非公認種目においては馴致、調教のための鞭の使用、水勒装着時の折り返し

手綱の使用を許可する。
e. リレー競技出場者は、プロテクターを着用すること。

16 参加申込み方法
参加団体にて所属会員の参加申込みを一括し、添付の申込み用紙に所定の事項を記入し、
参加料、登録料の銀行振込受領書ｺﾋﾟｰを添えて、10月18日（金）までに到着するよう、下記へ
送付すること。

記
申込書送付先 〒583-0867　大阪府羽曳野市河原城991

(株)乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ内
京阪地区乗馬倶楽部振興会

会長　　竹　野　豪　人
    TEL 072-362-3241              FAX 072-362-6769

申込料振込先  
銀行 三井住友銀行 松原支店
口座 普通預金 1004819
名義 京阪地区乗馬倶楽部振興会

会長　　竹　野　豪　人

17 入厩および退厩
ａ. 11月21日から11月24日とする。
ｂ. 参加馬は、法定による検査を実施済みのこと。また、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種を完了し、

健康手帳を携行すること。
ｃ. 退厩時に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、

その他のゴミは各自で持ちかえること。



18 その他
ａ. 参加者は何等かの傷害保険に加入していること。
ｂ. 競技出場者が多数の場合には、開始時間等の変更を行う場合がある。
ｃ. 選手、ＨＭの宿舎の斡旋は出来ないので宿舎リストにより各自手配して下さい。

　　(全乗振騎乗者２級認定試験)
２級馬場 第４競技ＪＥＦ馬場馬術競技　Ａ２課目2013

この競技は、参加者の中で希望者に限り、(社)全国乗馬倶楽部振興協会騎乗者２級
技能認定試験を兼ねることができます。ただし、受験資格は同３級認定者に限ります。
また、筆記試験は昼休憩時間に実施します。

２級障害 第競１１技小障害飛越競技Ａ
この競技は、参加者の中で希望者に限り、(公社)全国乗馬倶楽部振興協会騎乗者２級
技能認定試験を兼ねることができます。ただし、受験資格は同３級障害認定者に限ります。
また、筆記試験は昼休憩時間に実施します。
受験希望者は、
  a. 別紙申込書(２級)を本大会参加申込書に添付してください。
  b, ライセンスカード発行用の写真(2.4×3cm)を各2枚同時に添付してください。
  c, 審査料 ( ２級￥11,000 ) を本大会の登録・参加料と同時に銀行振込して
      ください。
この騎乗者２級に認定されますと、日本馬術連盟騎乗者資格Ｂ級に移行申請をすることが
できます。 所属の府県馬術連盟へ移行申請手続きを行うか、または、個人でも直接
日馬連へ申請できます。
移行申請料が別に必要です。

（全乗振指導者競技会）

公益社団法人全国乗馬倶楽部振興協会の指導者資格認定者の競技会です。

初級・中級・上級資格を問わず参加出来ます。



第２８回京阪地区乗馬競技会　参加申込書 (キャロットホースショー)

(馬名） 1 2 3 4 5 6 7 8

第１競技 　馬場Ｌ１課目 公認

第２競技 　馬場Ｍ１課目 公認

第５競技 中障害Ｄ 公認

第６競技 中障害Ｃ 公認

第７競技 　馬場Ｌ２課目 公認

第１２競技 中障害Ｄ 公認

第１３競技 中障害Ｃ 公認

第１４競技 中障害Ｄ 公認

第１６競技 中障害Ｃ 公認

第１７競技 クロスバー競技

※　(社)全国乗馬倶楽部振興会指導者２級技能認定を受けられる選手は、名前の前に◎を記入すること。

参加馬頭数 頭 ｴﾝﾄﾘｰ料 10,000円 × 　= 円 20,000円 × 　= 円 　　　上記のとおり、ｴﾝﾄﾘｰ料等の銀行振込受領書ｺﾋﾟｰを添付し、申込いたします。

参加選手数 名 8,000円 × 　= 円 5,000円 × 　= 円 団体名

総ｴﾝﾄﾘｰ数 ｴﾝﾄﾘｰ 登録料 10,000円 × 頭　= 円 責任者 印

11,000円 × 名　 　= 円 住　所

合計 円 TEL FAX

第４競技

フレンドシップⅠ

低障害Ｂ
（Ｈ７0以内）

第１８競技

第１０競技

低障害Ｃ
（Ｈ60以内）

第９競技

馬場Ａ２課目

フレンドシップⅡ

小障害Ｃ
（Ｈ８0以内）

小障害Ａ
（Ｈ100以内）

第１１競技

馬場Ａ３課目

第２１競技 リレー競技

第８競技

第１９競技
小障害Ｂ

（Ｈ９0以内）

技能認定料

第２０競技
小障害Ａ

（Ｈ１０0以内）



団体名

※ 参加選手の総てを記入し、会員登録番号を、騎乗者資格取得者はＡ級又はＢ級に○をすること

※ 参加馬の総てを記入し、公認競技会ポイント対象申請馬は登録番号を記入すること。

日馬連

乗馬登録NO

2

1

ﾌ  ﾘ ｶﾞ ﾅ

選　手　名

日馬連 ﾌ  ﾘ ｶﾞ ﾅ

馬　　　名

1

3

2

4

A級 ・ B級

3
A級 ・ B級

A級 ・ B級

5

6

4

5

A級 ・ B級

A級 ・ B級

7

8

6

7

A級 ・ B級

A級 ・ B級

9

10

8

9

A級 ・ B級

A級 ・ B級

11

12

10

11

A級 ・ B級

A級 ・ B級

13

14

12

13

15

騎乗者資格

14

会員登録NO

A級 ・ B級

A級 ・ B級

A級 ・ B級

第28回京阪地区乗馬競技会
参加選手・参加馬　名簿

A級 ・ B級
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