
いちご一会とちぎ国体馬術競技リハーサル大会 

実施要項 
 

１ 主   催   那須塩原市  

那須塩原市教育委員会 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会 

 

２ 主   管     栃木県馬術連盟 

 

３ 後   援      栃木県 

        栃木県教育委員会 

        いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会 

        公益財団法人栃木県スポーツ協会 

        那須塩原市スポーツ協会 

 

４ 協   力   公益社団法人日本馬術連盟 

        地方競馬教養センター 

 

５ 期   日   2022年６月４日（土）から６月５日（日）まで（２日間） 

 

６ 会   場      地方競馬教養センター（栃木県那須塩原市接骨木４４３） 

 

７ 競技種目及び実施要領 

日程 競技番号 競技種目 実施要領 

第１日 

６月４日 

（土） 

競技開始時刻 

午前９時００分 

第１競技 
成年男子・成年女子 

馬場馬術競技 

ＦＥＩセントジョージ賞典馬場馬術課目 

を実施する。 

第２競技 
少年 

馬場馬術競技 

ＦＥＩジュニアライダー個人競技馬場馬術課目を

実施する。 

第３競技 

成年男子 

スピードアンド 

ハンディネス競技 

高さ130ｃｍ以下、幅150ｃｍ以下、 

１３障害以内、全長600ｍ未満とする。 

第４競技 

少年 

スピードアンド 

ハンディネス競技 

高さ110ｃｍ以下、幅130ｃｍ以下、 

13障害以内、全長600ｍ未満とする。 

第５競技 
成年女子 

二段階障害飛越競技 

高さ120ｃｍ以下、幅140ｃｍ以下、速度350ｍ/分、

全長約600ｍ、第一段階７障害、第２段階５障害以

内とする。 

第６競技 
成年男子・成年女子 

ダービー競技 

高さ110ｃｍ以下、幅150ｃｍ以下、18障害以内、

速度350ｍ/分、全長約800ｍとする。 

 



日程 競技番号 競技種目 実施要領 

第２日 

６月５日 

（日） 

競技開始時刻 

午前９時００分 

第７競技 
成年男子・成年女子 

自由演技馬場馬術競技 

ＪＥＦ自由演技国体成年馬場馬術課目を実施す

る。 

第８競技 
少年 

自由演技馬場馬術競技 

ＦＥＩジュニアライダー馬場馬術課目を実施す

る。 

第９競技 
少年 

標準障害飛越競技 

高さ120ｃｍ以下、幅140ｃｍ以下、13障害以内、

速度350ｍ/分、全長約500ｍとする。 

第10競技 
成年男子 

トップスコア競技 

高さ90～150ｃｍ、幅180ｃｍ以下、10障害以内、

規定時間60秒とする。 

第11競技 
成年女子 

トップスコア競技 

高さ90～140ｃｍ、幅170ｃｍ以下、10障害以内、

規定時間60秒とする。 

※競技の進行状況、エントリー数によって、時間等を変更する場合がある。 

 

[諸会議日程] 

会議名 日程 時間 場所 備考 

監督会議 ６月３日（金） 午後４時～ 会場内総合休憩所  

退厩調整会議 ６月４日（土） 午後４時～ 会場内総合休憩所  

※ 出席者は各団体２名までとする。 

 

８ 参加資格 

(1) 選手は、下記のいずれかの条件を有する者であること。 

ア （公社）日本馬術連盟の会員であり、騎乗者資格Ｂ級以上の取得者 

イ 参加都道府県馬術連盟の長が発行する技能証明書を(公社)日本馬術連盟に提出した者 

(2) 少年種別には、中学３年生を含む2008年４月１日以前に生まれた者から2004年４月２日以

降に生まれた者とする。 

（3) 成年種別には、2004年４月１日以前に生まれた者とする。 

（4) 参加馬は、参加申込の時点で(公社)日本馬術連盟の登録馬であること。 

（5) 選手及び馬匹は、参加都道府県を重複して出場することはできない。 

 

９ 出場制限 

（1) 同一馬は、同一種目に一回限りしか出場できない。ただし、第１競技、第６競技及び第７

競技については、成年男子において一回、成年女子において一回出場できる。 

（2) 参加申込み後の選手及び馬匹の変更は原則として認めない。ただし、特別の事情（死亡、

負傷、疾病、転勤等）がある時は、予備登録選手及び予備登録馬に限り監督会議によって出

場の可否を決定する。 

（3) 予備登録選手は最大３名、予備登録馬は最大３頭とする。なお、参加馬が入厩しない場合の

み、予備登録馬の入厩を認める。 

（4) 原則として、１種目当たりの出場頭数の制限はないが、エントリー数によっては、数多く

出場している団体には、出場制限を依頼することがある。 

 



10 審判規程 

この競技は、国際馬術連盟競技会規程最新版、日本馬術連盟競技会規程最新版及び国体馬術競

技規程最新版を適用する。 

 

11 褒賞及び表彰 

(1)  障害飛越競技の１位から３位までの者に賞状を、１位から８位までの者に馬リボンを贈る。 

(2)  馬場馬術競技の１位から３位までの者に賞状を、１位から８位までの者に馬リボンを贈る。 

(3) 本大会に向けて総合得点は集計し公表するが、総合表彰は行わない。 

 

12 参加申込方法、締切期日 

(1)  参加申し込みは、都道府県単位としいちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市ホーム

ページ(https://nasushiobara-kokutai2022.jp/)から参加申込書をダウンロードし、必要事

項を記入及び必要書類を添付の上、期日までに別紙「参加申込関係書類」のとおり提出する

こと。 

   

【提出期日】 2022年４月 15日（金）必着（期限厳守） 

 

【参加申込関係書類提出先】 

 〒329－2792 

 栃木県那須塩原市あたご町２－３ 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会事務局 

（那須塩原市 教育部 国体推進課内） 

 ＴＥＬ  0287－38－0193 

Ｅ-mail  equestrian@nasushiobara-kokutai2022.jp 

 

(2） 入厩時の防疫検査をスムーズに実施するため、参加馬及び予備登録馬について、参加申込

書と併せて下記アからウの書類を提出すること。 

ア 「馬の検査・注射・薬浴・投薬証明手帳」の以下のページの写し 

①表紙 

②馬インフルエンザ予防接種証明（基礎接種～最新の補強接種まで全て） 

イ 「日本馬術連盟乗馬登録証」の表裏の写し 

ウ 「いちご一会とちぎ国体 リハーサル大会 馬事衛生対策要項」（以下「馬事衛生対策要

項」という。）の様式 11（入・退厩（変更）申込書）及び様式 12（予防接種確認票） 

 

13 参加料 

(1) 参加料は、申込と同時に下記に納入すること。一度払い込んだ参加料は、主催者の都合で

出場を取り消した場合を除き返金しない。 

(2) 参加料は、１競技ごとに8,000円とする。 

(3) 参加馬は、登録料として１頭10,000円とする。 

(4) 主催者が特に認めた場合に限り、上記と異なる取り扱いをする場合がある。 

(5) 納入先 

金融機関名  足利銀行 

支 店 名  西那須野支店 

種 類  普通預金 



口 座 番 号  5133144 

（ カ ナ ） イチゴイチエトチギコクタイ・トチギタイカイナスシオバラシ  ジムキョクジチョウ ソウマ トモコ 

口 座 名 義 いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会 事務局次長 相馬 智子 

 

14 参加馬の輸送・入退厩・防疫 

参加馬の輸送・入退厩・防疫に関する内容は、「馬事衛生対策要項」の規程に基づき実施する

ので厳守すること。 

(1) 参加馬の輸送 

参加馬の輸送は、参加申込の《馬事衛生対策要項 様式11》に記入した事項に従い、直接会

場へ搬入すること。（入厩希望時間が重複した場合、時間調整をお願いすることがある。） 

なお、変更が生じた場合又は入退厩について緊急を要する場合は、下記17又は18の連絡先ま

で速やかに通知又は連絡すること。 

(2） 参加馬の輸送費 

参加馬の輸送費は、参加者の負担とする。 

(3） 参加馬の入厩期日 

参加馬の入厩期日は次のとおりとする。 

ア 2022年６月２日（木）午前８時から午後５時まで 

イ 2022年６月３日（金）午前８時から正午まで 

(4) 参加馬の退厩期日 

参加馬の退厩期日は、次のとおりとし、退厩する順番は、別途馬事衛生本部が指定する。 

2022年６月４日（土）及び６月５日（日）の午前８時から原則午後５時まで 

(5） 敷料・飼料 

馬房の敷料はウッドチップとし、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会

が無料で支給する。 

飼料は、参加者が入厩時に持参すること。持参できない場合は、いちご一会とちぎ国体・と

ちぎ大会那須塩原市実行委員会が事前に購入業者を斡旋する。 

(6） 防疫・健康検査 

入厩時に防疫・健康検査を実施するので「馬の検査、注射、薬浴、投薬証明手帳」及び「日

本馬術連盟乗馬登録証」の原本を持参すること。 

(7) その他 

大会期間中（入厩期日を含む。）は、指定された区域及び時間外の人馬の出入りを禁止する。

また、必ず係員の指示に従うこと。 

 

15 宿泊・昼食 

(1) 宿泊については、栃木県馬術連盟が選定した業者が行う。 

(2) 昼食については、上記の業者が斡旋する。 

 

16 その他 

(1) 参加者は各自傷害保険に加入し、健康保険証又はそれに代わるものを持参すること。 

(2) 人馬の事故に関して、主催者はその責任を負わない。 

(3) 参加者が疾病や負傷を負った場合の応急処置は、主催者が行うが、その後に医療機関を受



診した場合の費用は各自の負担とする。 

(4) 参加馬が疾病や怪我を負った場合の診療は、馬事衛生本部が行う。なお、診療に要した費

用は各自の負担とする。また、装蹄も同様とする。 

(5) メディカルカードは各自で記載し、競技中も常時携行すること。 

(6) 厩舎地区及び周辺は火気厳禁とし、ゴミは持ち帰ること。 

(7) 競技会場内は指定場所以外禁煙とする。 

（8) 各県１名のホースマネージャーは、参加馬の夜間管理に万全を期すこと。 

※リハーサル大会では、ホースマネージャー棟を用意しない。 

(9) 大会は晴雨にかかわらず決行する。 

(10) ペット（犬、猫等）については、会場内への持ち込みを禁止する。 

(11) 競技順及び競技開始時間は、エントリーが揃った段階で確定し、後日送付する。 

(12) 出場順は、主催者が決定する。 

(13) 自由演技馬場馬術競技に使用する音源(ＣＤ)２枚（予備を含む）については、監督会議

（2022年６月３日）にて、受付に提出すること。 

 

17 参加申込関係書類提出先（Ｅメール送信先） 

〒329－2792 

栃木県那須塩原市あたご町２－３ 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会事務局 

（那須塩原市 教育部 国体推進課内） 

ＴＥＬ  0287－38－0193 

E-mail  equestrian@nasushiobara-kokutai2022.jp 

 

18 馬事衛生関係連絡先 

〒320－8501 

栃木県宇都宮市塙田１－１－20 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会事務局 施設調整課 

ＴＥＬ 028－623－3846 

ＦＡＸ 028－623－3527 

E-mail shisetsuchosei@pref.tochigi.lg.jp 

※６月２日から６月５日の間、会場内馬事衛生本部の連絡先は別途通知する。 

mailto:shisetsuchosei@pref.tochigi.lg.jp

