苑内大会兼乗馬技能認定試験
及び親睦会のお知らせ
拝啓 陽春の候 皆様におかれましては、益々御清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、来る５月１５日(土)・１６(日)の二日間にわたり下記の通り恒例の苑内大会を開催致します。
一部種目に技能認定試験を兼ねて実施致します。乗馬技能認定試験とは、公益社団法人 全国乗馬倶
楽部振興協会の定める乗馬技能資格のことです。気軽にお申し込み下さい。多数の御参加をスタッフ一
同御待ちしております。
なお服装は乗馬にふさわしいものと致します。

また、今回の親睦会については開催を検討中ですので、ご了承くださいませ。

試験日（5 月 15 日・16 日）に御都合の合わない方のために
５月 17 日(月)～５月 23 日(日)までの１週間を特別試験期間としレッスンの合間にて、
技能試験(３～５級)を実施致します。この場合通常レッスンまたは、SP レッスン料と試験料が必要です
ので御了承ください。期日までに希望日時を記入の上御返信下さい。
敬具

記
１、申し込み
申し込み用紙に必要事項を記入の上、技能認定試験受験希望の方は、４月２５日（日）まで、苑内大
会のみ参加される方（試験を受けない方）は、５月２日（日）までに直接お申し込みされるか、FAX
（029-292-8901）にて御返信いただけますよう御願い申し上げます。
２、その他
（１） １～３位入賞者にはリボンを御用意しております。
（２） 試験内容については、実技試験及び筆記試験があります。筆記試験は５月１５日(土)の競
技中各級ごとにおこないます。又,筆記試験については『 Let’s Enjoy Riding 』
（当苑
にて購入可）が、１級・２級・障害３級については、規定集（ J.E.F. 競技会規定）が必
要になります。お持ちでない方は日馬連から直接購入してください。なお、テキストの持
ち込みは厳禁とします。
（５月１６日（日）のみの参加の方は１６日受験でも可）
。
（３） 認定試験受験者は当日必ず写真（たて

3.0cm×よこ 2.4cm）１枚を持参し
て頂くか、下記アドレスにメールにて送信してください。

nts@turnier.co.jp
（４） いきなり１,２級、障害３級の受験は出来ません。飛び級可能なのは、４，５級で最低３
級よりの受験となります。ご注意下さい。
（５） 障害 3 級以上の受験資格については競技会参加条件を参照してください。
（６） 服装については乗馬にふさわしいものとしますが、全種目、固定式アゴヒモ付き乗馬用防
護帽の着用をおねがいします。また、障害種目についてはエアープロテクターの

着用も義務といたします。
（７） タイムテーブル作成の都合上申し込み期限を過ぎた場合は受け付ける事ができ

ませんのでご注意ください。

（８） ・送迎車
(往復)
苑内大会特別便
迎え
５月１５日(土)
ＡＭ８：４０ JR 友部駅
５月１６日(日)
ＡＭ８：４０ JR 友部駅
送り
全競技終了後
中島 T・S 出発
・お弁当
１個 １，１００円
・ゲストハウス宿泊
一泊 １，１００円
＊ 御利用される方は、申し込み用紙に御記入ください。

★

８８０円

５月１日（土）～５日（水）及び 8 日（土）～9 日（日）は下記時間にて
経路レッスンを致します。 詳細は別紙参照

AM１０：００
AM１１：００
PM１２：００
PM１４：３０

障害 B（小障害８０ｃ）
障害 A（低障害・ジムカーナグランプリ）
中級障害 SP（受験者のみ）
・ジムカーナ
障害 A・B 合同

 Jｓｐについては（経路レッスンなし）
AM９：００・PM１２：００に苑内大会に参加予定の方のみの
受付となります。
また、5 月 8 日（土）～14 日（金）での SP レッスンは苑内大
会参加・不参加に関わらずお一人週 3 回までと制限させていた
だきます。
 平日の障害の経路レッスンについては５月７日（金）及び 10 日（月）
のＡＭ10：00・ＰＭ２：30 にのみ行います。

５月６日（木）は振替休日のためレッスンはお休み致します。
５月１４日（金）は準備のため午後のレッスンはお休みいたします。
10:00 11:00 レッスンあり。（障害経路レッスンはありません）
★ 今後、障害を始めようとお考えの方は技能認定試験３級（A1 課目）の取得が必要です。
この機会に是非、受験されることをお勧めします。

◎ 親睦会につきましては検討中です。
詳しくは、担当 八ツ田まで

種目及び参加料 （雨天決行）

◎ エントリー料
◎

１種目 3,300 円です。

受験料 全技能級

1 回 11,000 円 (エントリー料別)

技能試験受験の場合受験料（11,000 円）に加え、エントリー料（3,300 円）及び借馬料
（障害 3 級～障害 1 級・馬場 1．2 級）が必要となります。

５月１５日(土)
①
②
③
④
⑤
⑥

馬場馬術Ａ１課目

⑪
⑫
⑬
⑭
⑮

技能４級以上の方

（技能認定３級）

馬場馬術Ａ２課目 （技能認定２級 受験の場合 別途借馬料 3,300 円）
馬場馬術Ａ３課目（優勝経験 2 回以上の方参加不可）
（技能認定１級 受験の場合 別途借馬料 3,300 円）
馬場馬術Ｌ１課目

（参加可能と判断された方）

部班馬場 （５級班）

ジムカーナ

５月１６日（日）
⑦
⑧
⑨
⑩

ＡＭ９：３０～

速歩まで１人で乗れる。

ジムカーナレッスンを受講して下さい

（技能認定５級 ）
（技能認定５級 ）

ＡＭ９：３０～

部班馬場 〈３・４級班〉

駈歩まで１人で乗れる。

（技能認定４級）

馬場馬術 A3 課目

L1 クラスの方も出場可能 （技能認定 1 級）受験可
馬場馬術 L2 課目（お一人Ⅰエントリー） L1 課目の出場経験があり、事前申し込みをされた方
ジムカーナグランプリ
地上横木での障害 （現在 Jsp にて障害を始めた方対象）
低障害
小障害
障害３級 （試験のみ）

クロスバーと垂直障害（４０cm～６０cm）
８０センチ

ジャンプオフあり
９０センチ

別途借馬料

6,600 円

障害２級 （試験のみ）

L 級 B 程度（110 センチを１ヶ含む）

別途借馬料

6,600 円

障害１級 （試験のみ）

Ｍ級Ｄ （110 センチ 7 割）

別途借馬料

55,000 円

☆ ⑧競技については、L1 クラスの方も参加可能です、また 15 日（土）の A3 課目に
参加された方も参加できます。
☆ 全ての部班競技はお 1 人 1 エントリーと致します。
☆

④・⑨競技については上記参加条件をみたした方のみ出場可能となります。（中島ＴＳ所属で）

☆

②・③・④・⑧・⑨競技に出場の場合①・⑤及び⑦競技には参加できません。

☆
☆
☆

全ての障害競技は基準タイムに近いものが勝者となります。
なお、⑪競技については上位５名によるジャンプオフあり。また、２鞍以上上位に入った場合は成績の良
い方を勝ち残りとします。
⑬・⑭・⑮については、競技として行いません。また、中級レッスンでのみ受け付けます。

☆

出場者は、スポーツ傷害保険に必ず加入の事。ただし何らかの傷害保険に加入している場合は結構です。

☆ ⑨競技については、事前に４月１８日までに申込を済ませて大会までの間に L2SP
レッスンを受講された方のみ参加可能です。
☆ 出場希望種目・回数および受験級を同封の申込書に明確にご記入の上、申込期日までにお申し込
み下さい。

