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アクマップエンデュランス馬術大会２００５実施要項
１．主

催

アクマップエンデュランス馬術大会２００５実行委員会

２．共

催

北海道乗馬連盟、北海道エンデュランス協会、ＮＯＭＡＤＯＣ（有）

３．特別協賛

ソメスサドル㈱、大日本通商㈱ＦＯＲＡＮ・Ornella Prosperi、ホクヤク㈱、中村産業㈱、
北海道コカコーラボトリング㈱静内営業所、フジインテック㈱

４．後

援

日高支庁、（社）北海道うまの道ネットワーク協会

５．協

力

新冠町、静内町、独立行政法人家畜改良センター新冠牧場、北海道大学付属農場、
日高森づくりセンター、シャンティホース、㈱ＬＥＸ、新栄水道組合、静内イベント出店組合
ＫＡＶＡＣＨ

６．事 務 局

遊馬ランドGrassHopper

７．日

平成１７年１０月２９日（土） １７：００ 開会式

時

平成１７年１０月２９日（土） １７：００ 前夜祭
*このとき、選手・ピットクルーを含むチーム紹介をします。ご参加お願いします。
平成１７年１０月３０日（日） ７：００ 競技開始
８．場

所

新冠町（にいかっぷ）・静内町（しずない）
アクマップ道有林及び北海道大学付属農場、
家畜改良センター（旧御料牧場）を中心とする特設コース

HEA公式ホームページより

《大 会 実 施 要 項》
（１）馬体検査

①平成１７年１０月２９日（土）

１４:００〜１６:００

(６０ｋｍ参加馬は、この時間に必ず受けること。）
②平成１７年１０月３０日（日）

５:００〜６:００

（当日入厩のため、前日馬体検査を受けていないエントリー馬を対象）
（２）打合せ会

平成１７年１０月２９日（土）
新冠飛行場

１６:００〜１７:００

特設テント

※選手・ピットクルーを含むチーム関係者は必ず出席すること。
（３）競技開始時刻

（４）競技種目

平成１７年１０月３０日（日）
６０ｋｍエドウィン・ダン杯エンデュランス競技

７:００スタート

６０ｋｍエンデュランス・ノービスクラス競技

７:００スタート

３０ｋｍエンデュランストレーニング・ライド競技

８:００スタート

①６０ｋｍ

エドウィン・ダン杯 エンデュランス馬術競技(日本馬術連盟公認)

（３０ｋｍ+３０ｋｍ：２区間）
②６０ｋｍ

７時間００分

エンデュランス・ノービスクラス(３０ｋｍ+３０ｋｍ：２区間)

最速タイム

５時間００分
（これより早いものは失格）

制限タイム

７時間００分

③３０ｋｍ

（５）審判要領

制限タイム

エンデュランス・トレーニング・ライド(３０ｋｍ：１区間)

最速タイム

３時間００分（３〜４歳は３時間３０分）
（これより早いものは失格）

制限タイム

４時間３０分

①ヘルメットは乗馬用規格で顎紐をシェル部分で３点以上固定してあるものを
確実に装着しなければならない。
②服装については個々の識別が可能な、かつハンターや他からも人目につくよう目立つ
カラーを取り入ること。コース図及び熊避け鈴等を格納する準備を各自すること。
ゼッケンは着用しない。安全のためにライダーであることを認識できるように、
ヘルメットにナンバーを付け、馬の両臀部にエントリーNo.を記入する。
ライダーはメディカルカードと共にＩＤカードを付帯する。
※クルーにもＩＤカードを発行する。
③落馬・放馬した場合は、必ずその地点に戻ってからの再スタートを原則とする。
④携帯電話やGPSの所持を、許可する。
⑤体重の制限は適用しない。
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。

（６）獣医検査時刻

各区間、到着後３０分以内とする。

（７）獣医検査基準

①脈拍数６４回以下／分とする。
②過度の疲労、熱射病、疝痛、筋障害、激しい脱水症、又は異常に
高い体温（４０℃以上）の症状を呈している馬は走行できない。
③継続的に歩様の異常を呈し、それにより苦痛をもたらす可能性があったり、
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又は、将来の運動能力に対する悪影響が懸念される馬は、失権となる。
④競技に参加、又は競技を継続することによって、今ある痛み、外傷が
深刻に悪化しそうな状態にある馬は、失権となる。
（８）人馬の参加資格

①６０ｋｍに参加する競技馬は、過去に４０ｋｍを１回完走していること。
②６０ｋｍ参加選手の騎乗者資格は、エンデュランス限定Ｂ級以上、
もしくは全国乗馬倶楽部振興協会エンデュランス２級以上であること。
エンデュランス限定Ｂまたは全国乗馬倶楽部振興協会エンデュランス２級
取得者は、４０ｋｍを２回完走していること。
騎乗者資格Ｂ級以上または全国乗馬倶楽部振興協会２級以上の取得者は、
４０ｋｍを１回完走していること。
また６０ｋｍに初めて出場する場合は、６０ｋｍノービスクラスに申し込むこと。

③６０ｋｍ競技者の年齢は、満１４歳以上とする。但し、満２０歳未満の者は
保護者の同意を必要とする。
④３０kｍ競技者の年齢は、満１０歳以上とする。満１４歳未満の者は
エンデュランス限定Ｂ級およびエンデュランス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。
⑤競技馬の年齢は５歳以上とする。
但し、妊娠が明瞭な牝馬及び子連れの牝馬は参加できない。
また３〜４歳の場合でも調教訓練を目的として３０ｋｍトレーニング・ライドに
参加することができる。
⑥完走実績は、人馬別々に取得したものでも有効とする。
⑦完走実績は、主催者の発行する証明書が必要であり国の内外を問わない。
参加馬は、下記の要項を満たさなければ参加出来ない。
⑧３０ｋｍのトレーニングライド競技は無資格でも参加できる。ただし、あまりにも
危険な騎乗を認めることはできない。その場合、実行委員会･審判長および
スチュワードは、即時に走行中止を命じることができる。
⑨６０ｋｍ完走者は北海道乗馬連盟より公認競技完走証明書が発行される。
⑩３０ｋｍ完走者は２０ｋｍ１回の完走実績となります。
※尚、今大会全種目完走者に対し実行委員会より完走証明を発行する。
（９）馬の防疫条件

①伝貧検査
平成１６年１月１日以降に馬伝染性貧血症の検査を受け、
陰性である証明書（健康手帳等）を携行すること。
②馬インフルエンザ
１)初年度に２週間から２ヶ月の間隔で２回接種（基礎免疫）し、
以降半年に１回の補強接種を実施していること。
２)予防接種間隔が１年以上、または前回接種日から１年以上経過した馬は、
再度２週間から２ヶ月の間隔で２回接種（基礎免疫）を行うこと。
３)基礎免疫接種の２回目または、半年に１回の補強接種は、入厩予定日の
２週間前までに行うこと。
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（平成１７年１０月１５日までに接種済みのこと。）
※接種済みの証明書を携行すること。
③日本脳炎
毎年２週間から２ヶ月の間隔で２回接種していること。
但し、流行期に十分な抗体価を維持するため、接種時期は５月〜７月とする。
２回目の接種は入厩予定日の２週間前までに行うこと。
（平成１７年１０月１５日までに接種済みのこと。）
※接種済みの証明書を携行すること。
④馬パラチフス
釧路管内から参加する馬については、馬パ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。
（１０）表

彰

入賞馬を曳いて集合して下さい。
①エドウィン・ダン杯６０ｋｍ ：○ベストコンディションド・ホース賞
賞状、賞品(北の零年初回限定特別DVD等）、副賞金５万円
○第１位

賞状、賞品、副賞金５万円

○第２位〜３位

賞杯、賞状、賞品

○完走者 全 員

完走証、完走記念品

②６０ｋｍノービスクラス･３０ｋｍトレーニング・ライド：○優 秀 賞
完走者の中から獣医師委員より推薦された選手に贈られる。
○完走者 全 員
（１１）表彰式

表彰式予定時刻：１５時３０分

完走証、完走記念品
閉会式予定時刻：１６時００分

表彰式は、すべての競技が終了しだい特設屋外ステージにおいて開催するので、
入賞者並びに競技関係者は、案内放送が入りしだい集合すること。
（１２）参加料

☆６０ｋｍエドウィン・ダン杯エントリー代

１８,０００円

☆６０ｋｍノービスクラスエントリー代

１５,０００円

☆３０ｋｍトレーニング・ライドエントリー代

１５,０００円

※申込みと同時に納入すること。
（１３）馬の入厩期間

１０月２９日９：００から１０月３０日１８：００までとする。
会場に厩舎はない為、仮設柵の利用希望者は申込書に記入の上申し込むこと。(有料)
参加者の宿泊は、実行委員会では新冠温泉を斡旋しているが、先方には各自で
申し込むこと。新冠温泉の宿泊者は送迎有。別表ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ参照(0146-47-2100)
新冠飛行場での野営も認める。

（１４）落馬・放馬対策

落馬・放馬の際は、いかなる場合も他者からの援助を受ける事ができる。

（１５）落鉄対策

落鉄の場合、装蹄師を手配するが、予備鉄は各自で必ず携帯すること。
また、イージーブーツ等を用意することが望ましい。

（１６）昼食

新冠飛行場特設テント内で購入することができます。（30日のみ）

（１７）前夜祭ﾊﾟｰﾃｨｰ券

１ 枚 5,000円【希望者】新冠飛行場 特設テント内でｶﾝﾄﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ同時開催。

（１８)ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ体験搭乗券

１ 枚 5,000円【希望者】ヘリコプターに体験搭乗しコースを上空より観戦。
※３０日のみ。天候により中止することがあります。
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（１９）参加申込み方法

①同封の別紙申込書に必要事項を記入の上、
入厩届を添えて大会事務局に期日まで提出すること。
②郵便またはFAXでも可能だが、電話での申込みは一切受けられない。
〒０５９−２４１６ 北海道新冠郡新冠町字古岸１１１−１
遊馬ランドGrassHopper内
アクマップエンデュランス馬術大会２００５実行委員会事務局
ＴＥＬ （０１４６）４９−５５１１

（２０）申込み期限

ＦＡＸ（０１４６）４２−２８１９

平成１７年１０月１２日（水）必着厳守
①人馬の変更については、エントリーしている内での変更のみ可とする。
１０月１７日以降の変更は、変更料２，０００円を支払うこと。
尚、変更料の支払いは、打合せ会で徴収する。
②大会に係る諸費用（参加料含む）は、申込み締切り後のキャンセルは、
受付けないので、返金はできない。

（２１）銀行振込先

大会に係る諸費用（参加料含む）は、すべて銀行振込みで受付けします。
取引銀行：北洋銀行

静内支店

口 座 名：アクマップエンデュランス馬術大会２００５実行委員会 会長 岡

裕

口座番号：（普）０７７６２０３
（２２）その他

①参加者の事故については、自己責任において処理するものとし、
一切の責任は、競技参加者及び所属団体が負うものとする。
②参加者は、何らかの傷害保険に加入していること。
③馬装・用具
・拍車、鞭、折り返し手綱の使用はできない。
・踵の無い靴(靴底が平坦なもの)を履くことは、ケージ付の鐙か同様の安全鐙を
用いる場合にのみ許可される。
④スタートとゴール
・第一区間スタート時刻から１５分以内にスタートしなければ失権となる。
・第一区間スタートラインと最終区間のゴールラインは騎乗して通過しなければならない。

⑤コース走行中
・競技者への援助は、スタート前･ゴール後･クルーポイント・クルーエリア･
獣医検査場に限られる。
・競技者以外の人が騎乗したり、車輌･自転車･徒歩等で併走した場合は失格となる。
⑥失権・棄権した場合
・失権した場合は、直ちにコースから退去しなければならず、
走行を継続することはできない。
・棄権した場合においても,獣医師による競技参加馬の検査を受けなければならない。
⑦注意事項
・メディカルカードを必ず携行の上、走行すること。
・厩舎及びその周辺の清掃は、各自相互に協力して行うこと。清掃用具は各自持参。
・厩舎及びその周辺は火気厳禁、禁煙とする。（走行中のライダーは禁煙）
・この要項にない事項に関しては、関係役員（技術代表･大会委員長･審判長･
獣医師団長）の協議で決定する。

12:00

15:00

競技前馬体検査

13:00
14:00
役員打ち合わせ

（日）

10/30

バス

※２

4:00

6:00

競技前馬体検査

5:00

8:00

9:00

10:00

11:00

最速タイム ３・４歳：３時間３０分

最速タイム ５歳以上：３時間００分

制限タイム：４時間３０分

３０Ｋｍ トレーニングライド スタート

最速タイム ：５時間００分

制限タイム：７時間００分（強制休止時間３０分）

６０Ｋｍ ノービスクラス スタート

制限タイム：７時間００分（強制休止時間３０分）

６０Ｋｍ エドウィン・ダン杯 スタート

7:00

前夜祭

開会式

17:00

選手打合せ

16:00

※１，２ 新冠温泉宿泊者専用の送迎バス（※１⇒19：00と20：30共に会場発）（※２⇒4：15新冠温泉発）

（土）

10/29

11:00

12:00

18:00

13:00

バス

※１

19:00

14:00

20:00

アクマップエンデュランス馬術大会２００５ 行事進行表

バス

※１

15:00

21:00

17:00

23:00

18:00

0:00

閉会式

（ｴﾄﾞｳｨﾝﾀﾞﾝ：1〜3位 ﾍﾞｽﾄｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝﾎｰｽ
60・30km：優秀賞 ）

表彰式

16:00

22:00

