
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナス・ウインターホースショー２０２１ 

（日本馬術連盟公認 馬術競技会 カテゴリ★） 

実施要項 
 

 

 

 

 

 

主催・会場 ： 那須トレーニングファーム（栃木県那須塩原市寺子 1723-1） 

期日 ： 令和 3 年 12 月 11 日（土）～12 月 12 日（日）  



I. 競技種目 

12 月 11 日（土） 

1 ジムカーナ競技 基準 C ローカルルール（支柱倒・横木駈歩通過・障害落下 3 秒加算）  

2 ビギナーズジャンプ（60cm） H60cm/9 個以内、300m/分、基準 A・ローカルルール（基準タイム）  

3 Ｃクラスジャンプ（80cm） H80cm/W100cm/11 個以内、325m/分、基準 A238－2・1  

4 Ｂクラスジャンプ（90cm） H90cm/W110cm/11 個以内、325m/分、基準 A238－2・1  

5 Ａクラスジャンプ（100cm） H100cm/W120cm/11 個以内、325m/分、基準 A238－2・1  

6 ＭＤ－１ H110cm/W130cm/13 個以内、350m/分、基準 A238－2・1 JEF 公認種目 

7 ＭＣ－１ H120cm/W140cm/13 個以内、350m/分、基準 A238－2・1 JEF 公認種目 

8 ウインターノーマル H130cm/W150cm/13 個以内、350m/分、基準 A238－2・1 JEF 公認種目 

9 馬場馬術競技 自由選択課目（エントリー時に課目指定の事。全乗振 3 級～JEF 運動課目）  

12 月 12 日（日） 

10 ジムカーナ競技 2 基準 C ローカルルール（支柱倒・横木駈歩通過・障害落下 3 秒加算）  

11 ビギナーズジャンプ 2（60cm） H60cm/9 個以内、300m/分、基準 A・ローカルルール（基準タイム）  

12 Ｃクラスジャンプ 2（80cm） H80cm/W100cm/11 個以内、325m/分、基準 A238－2・1  

13 Ｂクラスジャンプ 2（90cm） H90cm/W110cm/11 個以内、325m/分、基準 A238－2・1  

14 Ａクラスジャンプ 2（100cm） H100cm/W120cm/11 個以内、325m/分、基準 A238－2・1  

15 チーム対抗仮装リレー H80～100cm/W100～120cm/13 個以内、基準 C268（ローカルルール）  

16 ＭＤ－２ H110cm/W130cm/13 個以内、350m/分、基準 A238－2・1 JEF 公認種目 

17 ＭＣ－２ H120cm/W140cm/13 個以内、350m/分、基準 A238－2・2 JEF 公認種目 

18 ウインターグランプリ H130cm/W150cm/13 個以内、350m/分、基準 A238－2・2 JEF 公認種目 

19 馬場馬術競技 2 自由選択課目（エントリー時に課目指定の事。全乗振 3 級～JEF 運動課目）  

 

II. 参加条件 

1) JEF 公認競技出場馬は、JEF 登録馬で各グレード宣言をしている事。 

2) JEF 公認競技出場選手は、JEF 騎乗者資格 A・B のいずれかを有する事。 

3) 騎乗者は必ず固定 3 点式ヘルメットを着用の事。 

4) JEF 公認競技は必ず正装にて、公認以外の種目については自由、ただし競技にふさわしい服装とする。 

5) 参加選手は必ず何らかの傷害保険に加入の上、誓約書を提出の事。 

 

III. 防疫規定 

1) 日本馬術連盟の定める獣医規程・要領に従い予防接種を済ませている事。 

(「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」参照) 

2) 入厩する馬の健康手帳を携行し、入厩時に運営事務局へ提出する事。 

 

IV. 競技会規定 

1) JEF 公認競技種目は FEI 障害飛越競技会規程及び日本馬術連盟競技会規程の最新版を適用する。また、JEF

公認競技の出場は 1 馬 1 回とする。 

2) 非公認種目の同一人馬による 2 回目以降の出場は全てオープンとする。 

3) 馬場馬術競技はドレッサージュ馬場で、ジムカーナ競技はインドア馬場で、その他の競技を全て角馬場に

て行う。 

4) 馬場馬術競技を除く全ての非公認種目のプロの出場はオープンとする。 

5) 第 2・11 競技の順位は第１に減点が少なく、その中で定められた基準タイムに最も近い人馬を上位とする。 



6) 馬場馬術競技は経路読み及び道具の使用を可とする。また、エントリー時に演技課目を指定し、全ての課

目を合わせた中で得点率の高い順に順位を決める（課目毎の表彰は行わない） 

7) その他打ち合わせ会で決定した規定を最優先とする。 

8) 第 17・18 競技を除く全ての競技で第一位の選手が同一タイムの際は、ジャンプオフを行わずに同一順位と

する。 

9) 第 18 競技 チーム対抗リレーについて 

A）基準Ｃ・第２６８条を準用する。 

B）２名の選手で構成するチームを対象とした競技とし、チームメンバーは一緒にアリーナへ入る。 

C）コース図に示されたコースをチームメンバーが連続的に完走しなければならない。 

D）スタートラインを通過した選手は第１障害を飛越しなければならず、また最終障害を飛越した選手はた

とえ落下があったとしてもフィニュッシュラインを通過することで、計時が止められる。 

E）走行タイムは最初の選手がスタートラインを通過した時点から、同チームの最終走者がフィニッシュラ

インを通過する時点までを計測する。 

F）チームメンバー１名の失権により、チーム全体の失権となる。 

G）不従順は、審判が危険と判断した時以外は２回を越えても失権とならない。 

H）交代の際に、選手が前走者の馬の前肢が地面に着く前に踏み切った場合は、チーム失権となる。 

I）選手の交代を任意で行うことが出来る。しかし最終障害の落下をのぞいて過失があったときにはベルが

鳴らされ、その場合は交代（不従順は当該障害で、落下は次の障害で）が義務づけられる。交代が１度も無

かった場合はチーム失権となる。 

※ベル  a）第１走者の走行を促す・・・１回 

b）過失があった時に交代走行を促す・・・１回 

c）障害物の移動や落下を伴う不従順があり、走行を中断し交代の義務を知らせる・・・２回 

d）失権を知らせる・・・３回以上 

 J）審判団による仮装の評価によりタイムハンデが適用される（仮装の有無は自由、ハンデタイムは入場～

スタートベルまでの間に放送にて発表する） 

 

V. 表彰規定 

1) 全種目 1 位～6 位までの入賞者にリボンを贈る。 

2) 以下のＪＥＦ公認競技については入賞人馬に優秀馬奨励金を贈る 

 

競技№ 競技名 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 第６位 計 

6 ＭＤ－１ \10,000- \5,000- \4,000- \3,000- \2,000- \1,000- \25,000- 

7 ＭＣ－１ \20,000- \10,000- \5,000- \4,000- \3,000- \2,000- \44,000- 

8 ウインターノーマル \30,000- \15,000- \10,000- \5,000- \4,000- \3,000- \67,000- 

16 ＭＤ－２ \10,000- \5,000- \4,000- \3,000- \2,000- \1,000- \25,000- 

17 ＭＣ－２ \20,000- \10,000- \5,000- \4,000- \3,000- \2,000- \44,000- 

18 ウインターグランプリ \30,000- \15,000- \10,000- \5,000- \4,000- \3,000- \67,000- 

 

VI. エントリー料等 

1) 馬匹登録料 

・JEF 公認種目参加馬 … 1 頭 11,000 円 

・JEF 公認種目非参加馬 … 1 頭 5,500 円 



2) エントリー料 

・ジムカーナ競技、各競技 OP 参加… 5,000 円 

・ビギナーズＪ … 6,000 円 

・ＣクラスＪ、ＢクラスＪ … 7,000 円 

・馬場馬術、ＡクラスＪ … 8,000 円 

・JEF 公認種目、リレー競技 … 10,000 円 

※競技会期間中のエントリーの追加変更は 1,000 円を別途頂きます。 

 

VII. 申込み 

1) 申込期限  令和 3 年 11 月 30 日（火）AM 必着（ＦＡＸ可） 

      ※【エントリー表】【参加人馬登録表】【団体情報・合計計算書】の全てお送り下さい。 

 

2) 申込先   有限会社 那須トレーニングファーム 

      〒325-0011 栃木県那須塩原市寺子 1723-1 

      Tel：0287-62-5188 Fax：0287-62-4484 

※月曜日定休 

 

3) お振込先  那須信用組合 黒磯支店 

      普通預金 口座番号 0100222 

      (有)那須トレーニングファーム 代表取締役 広田龍馬 

 

VIII. その他 

1) 競技中の事故に関しては、本大会は応急処置はとるが、その責は負いません。 

2) 入厩日：令和 3 年 12 月 10 日（金）より受け付けます。 

3) 新型コロナ感染症対策の為、本大会は打ち合わせ会・表彰式は行いません。打ち合わせ会前のエントリー

変更希望等は随時運営までご連絡ください。また、競技に入賞された選手は事務局にてリボン・奨励金の

受け取りをお願い致します。 

  



◆ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策についての注意事項 

 

１）体調の確認 

・期間中配布する「誓約書兼健康観察・行動記録」を記入の上、事務局へ報告をお願いいたします。（選手・関係者

及び帯同者など全来場者が対象） 

また、期間中の体調不良や下記項目について該当する項目がある場合は自主的に会場への来場を見合わせる事。

その際団体責任者は必ず大会本部へ報告する事。 

① 以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせること。 

ア 体調がよくない場合（例:発熱・咳・のどの痛みなどの症状がある場合） 

イ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

② 競技会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速やかに濃厚接触

者の有無等について報告すること。 （Tel:0287-62-5188、E-mail:club@nasu-tf.com） 

③ イベント前２週間における以下の事項の有無 

ア 平熱を超える発熱 

イ 咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状 

ウ だるさ（倦怠（けんたい）感）、息苦しさ（呼吸困難） 

エ 嗅覚や味覚の異常 

オ 体が重く感じる、疲れやすい等 

カ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無 

キ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

ク 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該

在住者との濃厚接触がある場合 

 

２）マスク等の準備 

・マスクは各自持参すること。また、騎乗していない間は極力マスクを着用すること。 

※マスク（特に外気を取り込みにくいＮ95 などのマスク）を着用して運動やスポーツを行った場合、十分な呼吸

ができず人体に影響を及ぼす可能性があることや、熱放散が妨げられることで熱中症のリスクが高くなります。

息苦しさを感じた時はすぐにマスクを外すことや休憩を取る等、無理をしないこと。 

 

３）その他 

・こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること。 

・他の参加者、主催者スタッフ等との距離（２ｍを目安に最低１ｍ）を確保すること。（障がい者の誘導や介助を行

う場合を除く） 

・競技会期間中に大きな声で会話、応援等をしないこと。 

・感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従うこと。 


