
第 11回 JBGホースフェスティバル 実施要綱 

 

１．場所 

馬術苑 中島トニアシュタール 

〒311-3114 茨城県東茨城郡茨城町大戸 738 

 

２．開催日 

平成 28年 7月 2日（土）～ 7月 3日（日） 

  7月 2日（土）   ８：３０ 役員集合 

                ９：００ 選手集合・開会式・打合せ会 

             １６：００ 競技終了 

             １６：３０ 表彰式、懇親会 

  7月 3日（日）    ８：３０ 選手役員集合・打合せ会 

             １５：００ 競技終了 

             １５：３０ 表彰式 

 

３．競技種目 

■ 7月 2日（土） 

競技種目 競技基準及び出場資格 

第１競技 グリーンカップ 

部班馬場馬術競技 速歩班 

C グレード相当以下が出場資格となります。 

第２競技 グリーンカップ 

部班馬場馬術競技 駈歩班 

C グレード相当以下が出場資格となります。 

第３競技 グリーンカップ 

JEF A2課目 2013 

C グレード相当、又は B グレード以下の保有者で社馬連主要競技（全日

本社会人馬術選手権、キャロット自馬選手権）への出場実績がないことが

出場資格となります。 

第 4競技 

JEF A3課目 2013 

（一般班／ビギナー班） 

Ｃグレード相当、又はＢ‘もしくは B グレード保有者。一般班、ビギナー班につ

いては、参加人数及び参加者のレベルにより調整させて頂く事があります。 

ビギナー班については社馬連主要競技（全日本社会人馬術選手権、JBG 

キャロット選手権）への出場実績がないことが出場資格となります。 

一人２回までエントリー可能。 

第 5競技 

全日本社会人馬術選手権大

会馬場馬術課目 2015 

（一般班） 

全日本社会人馬術選手権大会馬場馬術課目 2015 は、旧日本馬術連

盟 第 3課目 1993 と同じ課目です。 

B’グレート相当、又は B’グレード以上を保有している事が出場資格となりま

す。一人２回までエントリー可能。 

第６競技 

ジムカーナーペアリレー競技 

C グレード相当以上が出場資格となります。ペアでの出場が条件です。男女

でも同性同士でも可。 



第 7競技 

パ・ドゥ・ドゥ 

C グレード相当以上が出場資格となります。ペアでの出場が条件。 

全国乗馬倶楽部振興協会制定 レベル I（仮装は不可） 

 

■ 7月 4日（日） 

競技種目 競技基準及び出場資格 

第 8競技  グリーンカップ 

ジムカーナ競技 速歩班 

C グレード相当以下が出場資格となります。 

第 9競技  グリーンカップ 

ジムカーナ競技 駈歩班 

C グレード相当以下が出場資格となります。 

第 10競技  グリーンカップ 

ビギナーズジャンプ競技 60

（60cm以下） 

C グレード相当、又は B’グレード相当が出場資格となります。 

第 11競技 

小障害飛越競技 80 

（80cm以下、ビギナー班） 

B’グレード相当、又は B グレード保有者で社馬連主要競技（全日本社会

人馬術選手権、JBG キャロット選手権、全日本実業団障害馬術大会）へ

の出場実績がないことが出場資格となります。 

一人２回までエントリー可能。 

第 12競技 

小障害飛越競技 80 

（80cm以下、一般班） 

B グレード相当以上が出場資格となります。 

一人２回までエントリー可能。 

第 13競技 

小障害飛越競技 90 

（90cm以下） 

B グレード相当以上が出場資格となります。 

一人２回までエントリー可能 

第 14競技 

ゴールデンカップ小障害飛越 

ペアリレー競技(80cm以下) 

ペアでの出場が条件。また、ペアのどちらか１名が４５歳以上であることが出

場資格となります。 

B グレード相当以上が出場資格となります。 

 

服装については、乗馬にふさわしい格好でお願いします。なお、安全のため全ての競技において、顎紐が 3 点以

上で固定されたヘルメットの着用を義務付けます。また、プロテクターの着用を推奨します。 

 

＜競技規定＞ 

① 基準となる競技規定は次のとおりとします 

平成 28年度 JEF競技会規程を適用する。 

② 前項のほか、本大会における規定については次のとおりとします 

本大会は、乗馬の普及を目的とした大会であることを勘案し、本項前条に記載されていない内容以

外にローカルルールが適用される場合がある。不明なものについては、打ち合わせ会で決定されたこと

を優先する。 

 

 



③ その他 

・第 10競技 グリーンカップビギナーズジャンプ競技 60、第 11競技 小障害飛越競技 80、 

第 12競技 小障害飛越競技 80、第 14競技 ゴールデンカップ小障害飛越ペアリレー競技、 

については、3反抗失権とします。 

・第 13競技 小障害飛越競技 90 については、2反抗失権とします。 

４．参加資格 

◎ 共通参加資格 

○ 日本社会人団体馬術連盟に所属する会員及び家族・友人 

○ 何らかのスポーツ団体傷害保険に加入していること 

また、保険証を持参頂くようお願い致します 

 

＊馬術競技には危険が伴うことを肝に銘じ、各団体の責任者・参加選手は出場種目に関して「適正かつ安

全」であるかを十分に考慮してください。また、各団体において、責任をもって参加者の技能確認をしていた

だくようお願いします。 

 

５．表彰 

○ 各種目の 1～3位まで表彰を行う。 

○ 各種目の合計得点にて、ホースフェスティバル団体戦とし団体表彰を行う。 

ただし、グリーンカップ競技は他競技の 2倍の得点を与える。 

また、非会員も団体得点の対象します。その場合、申込書に記載された関係会員の団体に得点を与え

る。 

※今大会より、団体戦については全ての競技の得点により団体表彰を行います 

   

６．参加料 

基本参加料：  １日のみの方  2,000円 

2日間の方   3,000円（＊）            

懇親会費：     1,000円（＊） 

上記の他に、各競技のエントリーフィー（借馬料込み）がそれぞれ加算されます。 

＊ 付き添いなど、競技に出場されない方も、懇親会に参加される場合は、懇親会費が必要となります。 

＊ ２日間の方は、基本参加料に懇親会費を含みます。 

昼食弁当   1個 1,000円 

 

７．申込方法 

昨年のホースフェスティバルと同様の方式（HP 上に要綱、申込書を掲載し、メールにて申し込みを行う方式）

を予定しています。 

 

８．申込期間 

6月 10日（金） 



 

９．支払方法 

申込書の合計金額を指定銀行口座(申込書参照)へ 6月 24日（金）までに振込願います。 

一度納入した参加料は競技に出場しない場合でも返却は行いません。ただし、主催者側の都合により変更し

た場合はこの限りではありません。 

 

   １０．その他 

 出場希望者数により実施競技を調整させていただく場合がございます。又、馬匹、その他の理由により、やむ

を得ず要綱及び日程等の一部を変更する場合もありますので、ご了承ください。また、参加者は馬の負担を

考慮し、クラブに対する当日の個人的なレッスンのご予約はご遠慮いただきますよう、お願い致します。 

 

＜参考＞ 

   第 5競技  全日本社会人馬術選手権大会馬場馬術課目 2015 経路 

     http://www.jbg.jp/JBG_Test_2015.pdf  

   第 7競技 パ・ドゥ・ドゥ 経路 

     http://www.jbg.jp/wp/wp-content/uploads/2015/07/NRCA-PasDeDeux-Level1-

2015.pdf 

以上 

 

 

日本社会人団体馬術連盟  (社馬連/JBG) 

- Japan Business Group Equestrian Federation    

〒104-0033 東京都中央区新川 2-6-4 新川エフ 2ビル 6F 

TEL: 03-3297-5630  FAX: 03-3297-5636  Email: shabaren@jbg.jp  

Homepage: http://jbg.jp/ http://www.jbg.jp/ - 加盟団体募集中です 

twitter:  http://jbg.jp/t http://twitter.com/JBG_Shabaren - 最新情報や馬に関するつぶやき 

Facebook: http://jbg.jp/f http://www.facebook.com/JBG.Shabaren - 最新情報はこちらからも 

YouTube: http://jbg.jp/y  http://www.youtube.com/user/JBGShabaren - 大会中継・録画動画 

Ustream:  http://jbg.jp/u http://www.ustream.tv/channel/shabaren - 大会生中継はこちら 
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