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【コンテストの概要】 
全国の⾺術愛好家を対象に、⾺場⾺術の経路動画の撮影データを募集します。 
動画をもとに⾺場⾺術審判員が演技の採点を⾏い、その成績を騎乗者（所属クラブ等）にジャッジ 
ペーパーをフィードバックします。 
成績を順位順に乗⾺・⾺術サイト『エクイネット』にて発表します。 
掲載内容は順位・騎乗者名・⾺名・所属クラブ・得点率とその動画です（所属クラブの公開や動画の
公開の可否が選択出来ます）。 
選⼿名はペンネームも利⽤出来ます。 
結果発表は 2022 年 12 ⽉下旬までに乗⾺・⾺術サイト『エクイネット』にて公開完了します。 

 
1. 募集・締切期間  随時募集〜第4回の締切は2022年11⽉15⽇まで 

2. 実施課⽬  JEF ⾺場⾺術競技 L1 課⽬ 2013（2022年更新版） 

JEF ⾺場⾺術競技 A2 課⽬ 2013（2022年更新版）  

3. 参加資格 
(1) プロ・アマを問わない。 
(2) 騎乗者資格等の有無を問わない。 
(3) ⽇本⾺術連盟および各都道府県⾺連の会員の有無を問わない。 
(4) 競技会出場経験、⼊賞経験を問わない。 
(5) 騎乗する⾺匹の品種・性別・産地等の制約は⼀切ない。また、⾃⾺である必要はない。 
(6) ⼈⾺、撮影者の安全が確保された状況をつくれる⾺場での撮影が可能であること。 

4. 参加条件 
(1) 初回申込みの際に参加者登録を⾏う（参加費お⽀払いの関係上参加登録は本名など必須項⽬が

あります）。 
(2) 開催期間中であれば同⼀⼈⾺で何度でも申し込みが可能（騎乗者は同じだが、異なる⾺での場合

の申込みは異なる⼈⾺として順位付けされます）。 
(3) 騎乗者は何らかの傷害保険に加⼊していること。 

 

5. 動画撮影の条件 
(1) 実施課⽬の経路が実施できる環境の⾺場があること。 
(2) 地点標記を設置すること（競技などに使⽤する地点標記がない場合はコーンなど代⽤品を可と

します）。 
※⾺場埒については形状を問わない(但し安全⾯に配慮して下さい)。 

(3) 撮影は C 地点からのみ（クラブの⾺場によっては C 地点からの撮影が困難な場合もあるため、
その場合はC 地点に近い場所からの撮影も可とします）。 



(4) 撮影位置（カメラ・スマホの⾼さ）は地上から１６０〜１７０センチであること。 
(5) スマホでの撮影の場合、スマホは横にした状態で撮影をすること。 
(6) 演技前に必ず散⽔を⾏うことが望ましい（砂埃で⼈⾺が⾒えない場合、判定に影響します）。 
(7) 動画を部分的に切り貼りなどしての編集は厳禁。⼊場から退場までノーカットで⾳声を⼊れた

状態で撮影を⾏う事。 
(8) 演技前に登録した⽒名と⾺の名前を撮影者またはそれ以外の者が⾳声で発声をすること（申込

者と動画の確認をするため必須となります）。 
(9) 録画は⾳声も含めデータ納品。 
(10) スマホでの撮影設定は１０８０pか４Kで設定をすること。 
(11) その他、撮影⽅法の詳細についてはエクイネットの指⽰に準じること（⼿引き動画を参照）。 
※⼿引き動画は乗⾺・⾺術サイト『エクイネット』の「イベント・講義」ページに掲載。 

(12) ⼈⾺と撮影者の安全を確保し、新型コロナ感染予防対策に配慮して撮影をすること。 
 

6. ⾺装について【L１課⽬】 
(1) L１課⽬に関しては、⽇本⾺術連盟競技会規程 令和4年度版に沿った⾺装とする。 
※上記、規定にそぐわない⾺装を確認した場合は順位外とする（採点は通常に⾏い、ジャッジ
ペーパーをお送りします）。 

 

7. ⾺装について【A２課⽬】 
(1) A２課⽬に関しては、折り返し⼿綱、ネックストレッチャー、120cm以内（ポニーの場合は

100cm以内）の鞭の使⽤を認める。 
肢巻やプロテクターの装着を不可とする（発⾒された場合は順位外としますが、採点は通常に
⾏い、ジャッジペーパーをお送りします）。 

(2) ⽤途と異なる、または危険とみなされる⾺具の使⽤は⾏わないこと。 
 

8. 騎乗者の服装について 
(1) 正装である必要はないが、騎乗者のフォームが判断できる服装であること。 
(2) ３点以上の固定式のヘルメット・グローブの着⽤(⾊・形は問いません)。 
(3) スニーカーや作業⽤の⻑靴での騎乗は不可。乗⾺⽤ブーツ、ハーフブーツ（ジョッパーブーツ）と
チャップスでの騎乗が望ましい。 

(4) ボディプロテクターの着⽤を可とする。 
(5) 拍⾞は、【L１課⽬】は必須（⽇本⾺術連盟競技会規程 令和4年度版に沿った拍⾞であること）。 
【A２課⽬】は拍⾞の有無を問わない。 
 

9. 審判員について 
(1) ⽇本⾺術連盟の⾺場⾺術審判員資格を取得した者が⾏う。 
※⽇本⾺術連盟認定⾺場⾺術⼀級審判員資格取得者の3名が審査を⾏う。 
※採点を⾏った審判員の⽒名の公表はしない。 

(2) 審判員はジャッジペーパー（採点、コメント）を記⼊。 
採点されたジャッジペーパーはエクイネットが申込者に送付する（メールまたは郵送）。 

(3) 最⼤3名の審判員が、C地点からの撮影された動画をもとに採点を⾏う。 
 

10. 採点結果の告知⽅法 
(1) 採点を集計後、ジャッジペーパーを個⼈または乗⾺クラブに送付。同時に乗⾺・⾺術サイ

ト『エクイネット』ホームページにて掲載。 
(2) 順位には⽒名(ペンネーム可)、⾺名、所属クラブ、および得点率を記載（希望の場合は動画

や所属クラブ名の掲載を伏せることが可能です）。 
※ペンネームを使⽤する場合は、個⼈名(芸能⼈・有名⼈の名前含む)の使⽤は控えること。 



 

11. 参加料 
(1) 参加料：税込 6,000円（１動画につき）。 
※ランキングに動画掲載を希望しない場合も同額とする。 

(2) 参加料の納⼊は、請求書払い、銀⾏振込みまたはクレジットカード決済とする。 
※カード決済の場合は、ショッピングサイト『エクイネットセレクトショップ』から 
 「エクイネット動画審査コンテスト」を購⼊。 
※動画データ受領時点で、納⼊された参加料については返⾦不可とする。 

 
12. ⼊賞等の景品 
(1) 上位⼊賞者への景品と⾶び賞（ランダムに選定）を準備。 

 
【L１課⽬】1位：10万円相当の景品 
       2位：5万円相当の景品 
       3位：3万円相当の景品 
       4~5位、その他抽選により：5千円〜1万円相当の景品 

協賛企業：⾺具ショップ様、シュライヒジャパン様 
 
【A２課⽬】1位：10万円相当の景品 
       2位：5万円相当の景品 
       3位：3万円相当の景品 
      4~5位、その他抽選により：5千円〜1万円相当の景品 

協賛企業：ジョッパーズ様、シュライヒジャパン様 
 

13. 申込⽅法 
(1) 参加申込みは、乗⾺・⾺術サイト『エクイネット』内の「イベント・講義」ページにあ

る、「エクイネット動画審査コンテスト」の申込み⽤紙をダウンロードして記⼊後に、メ
ールにて⾏う。 

(2) 開催期間中は申込み回数を制限しない。 
(3) 課⽬が異なる申込者がいる場合は別々（L１課⽬の⽤紙とA２課⽬の⽤紙を）の申込書に記

⼊をすること。 
 

14. データの送信⽅法（納品⽅法） 
(1)  動画データの送信⽅法については⼿引き動画を参照。 
   パソコンの場合 

    https://www.youtube.com/watch?v=La_0ehnrkQI 
     スマホでのデータ送信⽅法は他のYouTubeに複数アップされているのでそちらを参照して下さい。 
 (2)  動画データ名は騎乗者名にすること（スマホではファイル名の書き換えが出来ないことがあるの 

でファイル名は任意とする。必ず撮影⾳声で演技がはじまる前に⼈⾺名を⼤きな声で発声し録⾳ 
しておくこと）。 

(4) ギガファイル便での送信時、保持期限は最⼤の６０⽇間に設定すること。 
(5) 複数の動画データをまとめて送る際、Z I Pファイル名は乗⾺クラブ名にすること。 
(6) メールを送る際、メモ欄には乗⾺クラブ名と⼈⾺名を正しく記⼊すること。 
(7) データの送信先は株式会社エクイネット 

info@equinet.co.jp 
メールの件名に、「L1またはA2課⽬動画審査コンテスト」と明記すること。 

(8) アップロード時はWi-Fiのある環境で⾏うこと（データ消費が多いため）。 
 



15. その他 
(1) 撮影の際は事故のないように⼗分注意すること。万⼀、撮影中に騎乗者の落⾺や撮影者の事故等が

発⽣した場合、主催者はその責を負わない。 
(2) 採点結果についての意⾒、クレーム等は受付ない。こちらを了解した⽅のみが参加可能とする。 
(3) ペンネームについて、掲載にあたり相応しくないと判断された⽅については変更してもらう場合

がある。 
(4) 新型コロナ感染予防対策に配慮をすること。 

株式会社エクイネット 
〒179-0076 

東京都練⾺区⼟⽀⽥2-35-17 
携帯：080-3217-1441 
FAX:03-6874-2171 

お問合せ：info@equinet.co.jp 
 



参加者名簿

参加者氏名＜必須＞ ペンネーム 騎乗馬＜必須＞ 所属クラブ名 動画掲載

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

順位には氏名が掲載されますが、ペンネームを記入頂いた場合はペンネームが記載されます。

順位に表示された騎乗者の動画を閲覧者は見ることが出来ます。見せたくない場合は動画掲載の項目の「不可」にチェックを入れて下さい。

項　目 合計金額

お申込合計 6,000円×人数:

＜銀行振込みの場合＞→チェック□ ＜クレジットカードの場合＞→チェック□ ＜請求書払い＞→チェック□
三井住友銀行　麹町支店 ショッピングサイト お申し込み月の末日に請求書をお送りします。
（普通）9266257 『エクイネットセレクトショップ』より 下記に郵送先をご記入下さい。
株式会社エクイネット https://www.equinet.jp お支払いは請求書到着月の月末までにお願いします。
カブシキガイシャ　エクイネット 商品名：「エクイネット 馬場馬術 動画審査コンテスト」

を
 

人数分
ニn

購入して下さい。

振込予定日

振込者名

※お振込み後の明細のコピーを添えて頂いても構いません。

ジャッジペーパー返送先　※ご希望の返送方法の記入欄にご記入ください

【メール】メールアドレス：

【郵送】ご住所：

　【申 込 書】

申込み競技チェック→　□ エクイネット L1課目動画審査コンテスト

申込み競技チェック→　□ ジョッパーズ杯 A2課目動画審査コンテスト

5 初回　・　2回以上

4 初回　・　2回以上

3 初回　・　2回以上

ファックスはこちら：03-6685-6414

私は本コンテストの要項を熟読し了解をしました。　チェック→　□

第4回 エクイネット 馬場馬術動画審査コンテスト

メール先はこちら：info@equinet.co.jp

公開　・非公開

公開　・非公開 可　・不可

可　・不可

可　・不可

可　・不可

公開　・非公開

公開　・非公開

公開　・非公開

申込書のお送り先はメール先は：03-6685-6414　　　株式会社エクイネット

団体名：

申し込み回数

1

担当者連絡先：

2022/　　　/　　　（　　）

記入担当者名：

2

初回　・　2回以上

初回　・　2回以上

可　・不可

責任者名：


