
 

 

 

 

（内国産乗用馬・元競走馬限定障害馬術大会） 

 

実 施 要 項 

 

令和元年１２月６日（金） 

７日（土） 

８日（日） 

 

 

主催 日 本 中 央 競 馬 会 

場所 三木ホースランドパーク 

協賛 株 式 会 社 大 浦 牧 場 

株式会社ノーザンホースパーク 

ダーレー・ジャパン株式会社  

内国産乗用馬市場実行委員会  

協力 根釧乗用馬生産育成振興会 

遠野市乗用馬生産組合 

十勝乗用馬生産振興会  



 

 

 

１２月５日（木） 

フレンドシップⅠ 
フレンドシップⅠ・Ⅱそれぞれ１頭につき１回のみのエントリーとしますが、当日の走

行状況により追加を希望する場合は１走行につき２，０００円を徴収します。なお、代

金については打ち合わせ会にてお支払いください。（スチュワードまたは職員にお声掛

けください） 

７０ｃｍ ～ ９０ｃｍクラス  

フレンドシップⅡ 

９０ｃｍ ～ １１０ｃｍクラス  

 

 

 

 

 

 

１２月６日（金）  

１選手につき１日最大２回までエントリーができます。（出場団体が異なっていてもこの限り） 

１頭につき１日最大２回までエントリーができます。 

ただし、同一競技に同一人馬での参加は１回とします。 

第１競技  

内国産馬（ただし元競走馬は外国産でも可）であればエントリーが可能です。 ９０ｃｍクラス 

基準Ａ ２３８条２．１ 

第２競技  

内国産馬（ただし元競走馬は外国産でも可）であればエントリーが可能です。 １００ｃｍクラス 

基準Ａ ２３８条２．１ 

第３競技  

内国産馬（ただし元競走馬は外国産でも可）であればエントリーが可能です。 １１０ｃｍクラス 

基準Ａ ２３８条２．１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１２月７日（土）  

１選手につき１日最大２回までエントリーができます。（出場団体が異なっていてもこの限り） 

１頭につき１日最大２回までエントリーができます。 

ただし、同一競技に同一人馬での参加は１回とします。 

第４競技  

内国産馬（ただし元競走馬は外国産でも可）であればエントリーが可能です。 

※ 第５競技に参加する馬匹はこの競技には申込みできません。 
９０ｃｍクラス 

基準Ａ ２３８条２．１ 

第５競技  サラブレッドのみのエントリーとします。 

なおこの競技に参加できるサラブレッドの条件は以下のものとします。 

・競走馬として生産されたサラブレッドであること。 

・血統・生年月日を証明できるものがあること。 

また１頭につき１回のみのエントリーとします。 

（騎乗者を変更して同一馬のエントリーはできません） 

※ 第４競技に参加する馬匹はこの競技には申込みできません。 

ダーレーカップ 

９０ｃｍクラス 

基準Ａ ２３８条２．１ 

※第４競技・第５競技のコースは同一のものとする。 

第６競技  

内国産馬（ただし元競走馬は外国産でも可）であればエントリーが可能です。 
大浦牧場カップ 

１０５ｃｍクラス 

基準Ｃ 

第７競技  

内国産馬（ただし元競走馬は外国産でも可）であればエントリーが可能です。 
ノーザンホースパークカップ 

１１５ｃｍクラス 

基準Ｃ 

１２月８日（日） 

１選手につき１日最大２回までエントリーができます。（出場団体が異なっていてもこの限り） 

１頭につき１日最大２回までエントリーができます。 

ただし、同一競技に同一人馬での参加は１回とします。 

第８競技  

内国産馬（ただし元競走馬は外国産でも可）であればエントリーが可能です。 
内国産乗用馬市場カップ 

１００ｃｍクラス 

基準Ａ ２３８条２．１ 

第９競技  

１頭につき１回のみのエントリーとします。 

（騎乗者を変更して同一馬のエントリーはできません） 

Japan Breeding Cup 

１２０ｃｍクラス 

基準Ａ ２３８条２．２ 

第１０競技  サラブレッドのみのエントリーとします。 

なおこの競技に参加できるサラブレッドの条件は以下のものとします。 

・競走馬として生産されたサラブレッドであること。 

・血統・生年月日を証明できるものがあること。 

また１頭につき１回のみのエントリーとします。 

（騎乗者を変更して同一馬のエントリーはできません） 

Japan Racing Cup 

１１０ｃｍクラス 

基準Ａ ２３８条２．２ 

※全ての競技で屋内馬場を使用する予定です。参加頭数によってはその限りでない可能性があります。 

※参加頭数によって「基準Ａ ２３８条２．２」をアメリカンジャンプオフとする場合があります。 



（参加条件・参加資格） 

１．参加馬匹は内国産馬（ただし元競走馬は外国産でも可）とし、内国産を証明できる書類が必要です。 

  尚、書類については参加申込書と同封してご郵送ください。（大会当日の確認は行いません） 

２．２０１９年全日本障害part１及びpart２において１２５cm以上のクラス（内国産障害飛越競技も含む）

に参加している馬匹は参加できません。 

３．参加選手は、特に参加資格条件を必要としませんが、各団体の責任者が出場者の「適正・安全」を十分

に考慮してエントリーを行って下さい。また、出場前・走行途中で審判員が危険であると判断した場合

は、走行を中止させることがあります。 

４．参加選手は何らかの傷害保険に加入していることが必須となります。 

 

 

 

（適用規程） 

１． 日本馬術連盟競技会規程最新版を適用します。 

２． その他、詳細について変更する場合は、打合せ会で発表します。 

３． 準備運動及び全競技において、３点固定式ヘッドギアの着用を義務付けます。 

 

 

 

 

（申込みについて） 

１．申込み締切日  令和元年１１月６日（水）（郵送・必着） 

２． 申込み先    〒３２０－０８５６  

栃木県宇都宮市砥上町３２１－４ 

ＪＲＡ馬事公苑 普及課 「ＪＲＡジャパンブリーディングホースショー申込み係」 

TEL０２８－６４７－０６５０ FAX０２８－６４７－０６８６ 

３． 申込み方法は、「参加申込書」、「入厩届」、「誓約書」を正確に記入し、郵送で送付して下さい。（ＦＡＸ

による申込は受け付けません。）また、別途内国産であることを証明する書類を同封してください。 

参加申込頭数が多い場合は、主催者から削減のお願いをすることがあります。 

４． 打ち合わせ会では選手・参加クラスの変更及び棄権を受け付けます。 

 

 

 

 

（参加登録料） 

１． １頭につき10,000円（大学・高校馬術部所属馬匹は１頭につき5,000円） 

その他エントリー代は徴収いたしません。 

２． 主催者より、全団体宛に１１月１０日（日）までに参加頭数確定のご連絡をＦＡＸで差し上げますので、

その際に改めて振込金額及び、振込先をお知らせ致します。 

３． 主催者から頭数の削減を依頼した場合を除き、一度納入いただいた申込み料金については返却いたしま

せん。 

４． 指定した期日までに振込のない団体は参加資格を失い、競技に出場できません。 

５． 銀行振り込み明細書をもって領収書の発行に代えさせていただきます。 



（入・退厩について） 

１． 入厩については、１２月４日（水）～８日（日）の7：00～17：00とします。 

フレンドシップ競技は５日（木）11:00 からを予定しております。詳細は大会１週間前にホームページ

へタイムテーブルを掲載しますのでご確認ください。 

２． 馬運車到着後、ただちに入厩馬全ての健康手帳を大会本部に持参して下さい。受付は 9：00～17：00

です。また、書類検査に合格するまでは馬匹の運動はできません。 

３． 退厩は１２月８日（日）の 19：00 までに完了してください。それ以降に施設内に在厩する場合は別途

三木ホースランドパークへ施設利用申請をしてください。 

４． 退厩に際しては、馬房ならびにその周辺を清掃し、馬糞及び湿った敷料を所定の場所に投棄し、残りの

乾燥した敷料を馬房の中央に積み上げてください。その他のゴミは各自持ち帰りください。 

 

 

（打合わせ会について） 

１．１２月５日（木）の16：30より事務管理棟2階会議室で行います。 

２．出席されない団体は、出場資格を失うことがありますので必ず出席して下さい。 

３．各競技の出場順は主催者が決定いたします。 

４．打ち合わせ会では変更及び棄権を受け付けます。追加は受け付けません。 

（参加申込書に記載の無い人馬は原則受け付けません） 

５． フレンドシップ競技で、走行状況により当日の追加を希望された場合は１走行につき２，０００円を徴

収します。 

 

（注意事項） 

１．三木ホースランドパークを利用するにあたり、「三木ホースランドパーク施設利用について」を遵守して

ください。 

２．駐車は所定の駐車場へ馬運車については指定の駐車場（外来厩舎奥）へ駐車してください。 

３．ゴミは各自でお持ち帰りいただきますようお願い致します。 

 

（その他） 

１．競技会の人馬の事故に関しては、応急処置は行いますが、本会はその責任を一切負いません。 

２．出場選手及び馬取扱者は、健康保険証またはそれにかわるものを持参してください。 

３．外来厩舎詰所を利用される方は参加申し込みと一緒にご郵送ください。 

 

 

（賞杯・リボン・飼育奨励金） 

１． 各競技第３位までに賞杯・リボン、以下の指定した競技以外は第１０位までにリボンを授与します。 

（第５・第９・第１０競技は乗馬表彰のため第５位までにリボンを授与） 

２． 「飼育奨励金一覧」のとおり飼育奨励金を授与します。 

３． 第１～第４、第９、第１０競技については表彰式後ただちに飼育奨励金の振込み先の記入を行ってもら

います。その際に印鑑が必要となりますので、忘れず持参してください。印鑑を忘れた場合、飼育奨励

金のお支払いはできませんのでご注意ください。 

 



飼育奨励金一覧 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 総額 

 

第１競技  

９０ｃｍクラス 
¥100,000 ¥50,000 ¥20,000 ¥10,000 ¥7,500 ¥187,500 

 

第２競技  

１００ｃｍクラス 
¥100,000 ¥50,000 ¥20,000 ¥10,000 ¥7,500 ¥187,500 

 

第３競技  

１１０ｃｍクラス 
¥100,000 ¥50,000 ¥20,000 ¥10,000 ¥7,500 ¥187,500 

 

飼育奨励金一覧 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 総額 

 

第４競技 

９０ｃｍクラス 
¥100,000 ¥50,000 ¥20,000 ¥10,000 ¥7,500 ¥187,500 

第５競技 

ダーレーカップ 

９０ｃｍクラス 

¥100,000 ¥70,000 ¥40,000 ¥25,000 ¥15,000 ¥250,000 

第６競技  

大浦牧場カップ 

１０５ｃｍクラス 

¥100,000 ¥40,000 ¥30,000 ¥20,000 ¥10,000 ¥200,000 

第７競技  

ノーザンホースパークカップ  

１１５ｃｍクラス 
¥100,000 ¥70,000 ¥40,000 ¥25,000 ¥15,000 ¥250,000 

 

飼育奨励金一覧 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 総額 

第８競技 

内国産乗用場市場カップ 

１００ｃｍクラス 
¥100,000 ¥40,000 ¥30,000 ¥20,000 ¥10,000 ¥200,000 

第９競技  

Japan Breeding Cup 

１２０ｃｍクラス 

¥500,000 ¥150,000 ¥80,000 ¥40,000 ¥20,000 ¥790,000 

第１０競技  

Japan Racing Cup 

１１０ｃｍクラス 
¥1,000,000 ¥300,000 ¥150,000 ¥80,000 ¥30,000 ¥1,560,000 

 

飼育奨励金総額  ￥４，０００，０００ － 


