北大雪エンデュランス馬術大会 2005 大会実施要項
（AllwayEnterprise カップ 80km、 OZHORSE

INFO カップ 60km）

主催
・北大雪エンデュランス馬術大会実行委員会
共催
・北海道乗馬連盟、北海道エンデュランス協会
協賛
・AllwayEnterprise（キャッスルバー）、 OZHORSE（スプレンダークレスト）
後援
・網走支庁、北海道新聞社、NHK 北見放送局、白滝村商工会、白滝村観光協会、㈱矢木組、
白滝グランドホテル、三協鉄工、㈱グランドレジャー、DO 田舎体験倶楽部
コース・会場提供
・網走西部森林管理署、白滝村、北海道網走土木現業所遠軽出張所、㈱グランドレジャー
標識制作協力
・ひまわり学園
担当
・どさんこトレッキング牧場
連絡先
・どさんこトレッキング牧場内北大雪エンデュランス馬術大会実行委員会
01584-8-2628

1.

日

時

do-trek@do-trek.com

平成 17 年 5 月 28 日（土）、29 日（日）

【5 月 28 日（土）】
9：30〜13：00

受け付け（28 日競技の競技に参加する人は 10：00 までに受け付け

を終えてください）
10：00〜10：30

20km・40km 馬体検査

11：00

40km スタート（20km×2 レグ）

11：30

C 級実技試験

12：00

20km スタート（20km×1 レグ）

13：00〜14：30

29 日の競技馬の馬体検査

16：00

C 級筆記試験

17：00

開会式、コース説明

18：00

前夜祭

【5 月 29 日（日）】
4：00

80km ・60km・40km 同時スタート
40km（20km×2 レグ）
60km（30km＋20km＋10km）
80km（40km＋20km×2 レグ）

6：30

C 級実技試験

7：00

20km スタート

（20km×1 レグ）

15：00

競技終了（予定）

15：30

閉会式

2.

場

所

3.

競

技

旧北大雪スキー場を発着とした特設コース

種

目

トレーニングライド

20km（最速タイム 2 時間、制限タイム 3 時間）
40km

最速タイム 3 時間 00 分（４歳以下の馬は 3 時間 30 分）
制限タイム 5 時間 00 分

１レグ 20km（強制休止 20 分）
２レグ 20km
（ゴール後 30 分以内に獣医検査を受ける）心拍 60
エンデュランス競技
OZ HORSE INFO カップ 60km

最速タイム 5 時間 00 分
制限タイム 7 時間 00 分

１レグ 30km（強制休止 20 分）
２レグ 20km（強制休止 20 分）
３レグ 10km
（ゴール後 30 分以内に獣医検査を受ける）心拍 64、
Allway Enterprise カップ 80km

制限タイム 9 時間 00 分

１レグ 40km（強制休止 30 分）
２レグ 20km（強制休止 20 分）
３レグ 20km
（ゴール後 30 分以内に獣医検査を受ける）心拍 64

4.

参

加

資

格

(1)競技者
●競技者の年齢は、満 14 才以上とする。但し、満 20 才未満のものは保護者の同
意を必要とする。
●20km 及び 40km のトレーニングライドは満 10 才以上で参加できるが満 14 才未
満の者はエンデュランス限定Ｂ級及びエンデュランス２級以上の資格取得者の
同伴を必要とし、同伴者と共にゴールしなければならない。
●トレーニングライド 40km は日本馬術連盟騎乗資格Ｃ級または、エンデュランス
３級以上の取得者であること。
●60km に出場する選手はエンデュランス限定Ｂ級以上、またはエンデュランス２
級を取得していて、
さらに過去の大会において 40km を２回以上完走している事。
（Ａ,Ｂ級取得者は
40km を１回以上完走している事）
また、はじめて 60km に挑戦するものは最速タイム付き（ノービスクラス）とす
る。
●80km 参加者は上記の 60km の参加資格を満たし、さらに過去の大会において１
つのノービスを含む。
60km を２回以上完走している事（Ａ,Ｂ級取得者は 60km を１回以上完走してい
る事）
※未成年は保護者の同意書を必要とする。
※参加選手は全員何らかの傷害保険に加入しなければならない。
(2)馬
●20km 及び 40km の競技馬は３才以上であるが、５才未満の馬はあくまでも調教
を目的としている為、無理な走行はしない事。40km においては 5 才未満馬には
最速タイムを設ける。
●60km 競技以上の競技馬の年齢は５才以上であり、過去に 40km を 1 回以上完走
している事。但し、妊娠が明瞭な馬及び子連れの牝馬は参加できない。
●80km 競技以上の競技馬の年齢は５才以上であり、過去に 40km を 1 回以上、60km
を１回以上完走している事。但し、妊娠が明瞭な馬及び子連れの牝馬は参加で
きない。
●家畜伝染病予防法に従って都道府県知事が実施する馬伝染性貧血症の検査を受
け陰性である証明を携行すること。
馬インフルエンザ予防接種の基礎及び補強を規定通り完了し、翌年から毎年１
回の補強接種を 1 年以内に実施している証明書を携行すること。（平成 17 年か
らは半年ごとに年２回の補強接種をしなければならない、但し前後 14 日の誤差

を認める）
釧路管内から参加する馬については、馬バラチフス陰性の証明書（釧路家畜保
健衛生所発行）を携行すること。
日本脳炎の予防接種を１年以内に２回実施している証明書を携行すること。

5.

賞
OZ HORSE INFO カップ 60km
1 位〜3 位に賞状・賞品（コンディションポイントによる順位）
※ベスコン 1 位には「OZ HORSE INFO」と「Splendacrest」からオーストラ
リアのエンデュランスプログラム（20km・40km・80km）をフリーでご提供し
ます。（1 名以上の同伴者が必要）
Allway Enterprise カップ 80km
1 位〜3 位に賞状・賞品（コンディションポイントによる順位）
※1 位には Allway Enterprise 名前入りラグを提供（予定）
ベスト・トレーナー賞
賞状・賞品(60mk および 80km の中で最も優れたトレーナーを表賞するもの)
※ベスト・トレーナーには主催者から豪華賞品の提供を予定しています。
20km・40km 競技には完走賞を与える。
※賞品を予告なく変える事があります。
※40km 以上の参加賞として、北大雪大会でしかもらえない OZHORSE INFO のオリジ
ナルＴシャツとキャッスルバー・オリジナルキャップやその他多数の乗馬グッ
ツを予定しています。

6.

参加申し込み方法
同封の別紙申し込み用紙に必要事項を記載して下記まで送付する事（FAX 可）
【連絡先】
〒099-0123
北海道紋別郡白滝村字上支湧別 549-1
どさんこトレッキング牧場内
北大雪エンデュランス馬術大会実行委員会
電話 01584-8-2628

7.

本田正則

FAX01584-8-2658

申し込み期限
●参加申し込みの締きりは、平成 17 年 5 月 10 日（火）必着とする。
●馬の変更については、あらかじめ申し込みの予備馬の中から行えるものとする。

8.

参加料
●20km

10,000 円

●40km

20,000 円

●60km

23,000 円

●80km

25,000 円

※申し込みと同時に納入する事。但し、申し込み後のキャンセルは出来ない。
【振込先】
加入者名

9.

遠軽信用金庫

白滝支店

口座番号

北大雪エンデュランス馬術大会

フツー

実行委員長

0056037
本田正則

その他
●選手はなんらかの傷害保険に加入している事。
（参加者の事故についての一切の責任は、競技者本人もしくは所属団体が負う
ものとする）
●昼食が必要な場合は申し込み書に記入の上申し込む事。
●会場に厩舎は無い為、参加者は馬の柵を持参する事。柵の用意が難しい場合
は有料にて準備いたします。
●競技コースのうち 20km のコースは平成 17 年 5 月 22 日から解放する。
●安全対策の為、３点式のヘルメットや踵付きの靴（踵付きの靴が無い場合は
フード付きの鐙を必ず使用する事）を使用する。バッグガードは使用する事が
望ましい。
●携帯電話や GPS の所持は許可される。
●火災予防の為、定められた所以外は禁煙とする、コースは禁煙。
●落鉄に関しては各自でイージーブーツ等を用意する事。
●重量制限はしない。
●その他、この要項にない事項に関しては FEI エンデュランス競技規定に準ず
るものとし、実行委員長、審判長、獣医師団長の協議によるものとする。
●主催者側で 20 頭の貸与馬を用意してますので、希望者はお問い合わせくださ
い。
●宿泊については会場内の「山の家」を用意しています。もしくは車で 15 分の
白滝グランドホテルも宿泊できます。

山の家宿泊料金：１泊２食付き

5.600 円（税込み）

（内訳） 宿泊のみ

2,100 円 （税込み）

夕食

2,650 円（税込み）

朝食

850 円（税込み）

【大会関係 HP】
北海道エンデュランス協会
http://hea-gr.jp/

どさんこトレッキング牧場
http://www.do-trek.com/

OZHORSE INFO
http://www.ozhorse.info/

ALLWAY ENTERPRISE
http://www.ozhorse.info/

