平成３１年度熊本県高等学校総合体育大会馬術競技大会実施要項
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大会名 平成３１年度熊本県高等学校総合体育大会馬術競技大会
主 催 熊本県高等学校体育連盟・熊本県教育委員会
後 援 熊本県馬術連盟
主 管 熊本県高等学校体育連盟馬術競技専門部
期 日 ２０１９年５月３１日（金）～６月２日（日）
会 場 熊本県立菊池農業高等学校馬術競技場
競技種目・競技日程
５月３１日（金） 監督会議１２：３０～
開会式 １３：００～
月

日

第１日目
５／３１
（金）
14:00 ～

第２日目
６／１
（土）
9:00 ～

第３日目
６／２
（日）
9:00 ～

競技番号

競

技

種

目

実

施

要

項

ｽﾋﾟｰﾄﾞ＆ﾊﾝﾃﾞｨﾈｽ競技

ＦＥＩ規程第 25 版基準Ｃ、第 263 条を適用。
高さ 1.10 ｍ以下、幅 1.30 ｍ以下とする。

第２競技

二段階障害飛越競技

ＦＥＩ規程第 25 版の 274 条 5.3 を適用。
高さ 1.00 ｍ以下、幅 1.20 ｍ以下とする。
国民体育大会馬術競技に関する覚書参照。
（１・２年生のみ）

第３競技

馬場馬術競技

ＦＥＩ規程第 25 版を適用。
馬 場 馬 術 日本 馬術 連 盟制定 の 馬場 馬術 競技 Ｌ１ 課目
2013 を実施する。

第４競技

複合馬術競技（馬場馬術）

ＦＥＩ規程第 25 版を適用。
馬 場 馬 術 日本 馬術 連 盟制定 の 馬場 馬術 競技 Ａ３ 課目
2013 を実施する。

第４競技

複合馬術競技（障害飛越）

ＦＥＩ規程第 25 版を適用。
障害飛越 高さ 1.10 ｍ以下、幅 1.30 ｍ以下とする。

第５競技

標準障害飛越競技

ＦＥＩ規程第 25 版基準Ａ、238 条 2.2 を適用。
高さ 1.20 ｍ以下、幅 1.40 ｍ以下とする。
ジャンプオフが成立した場合は基準Ａとする。

第６競技

トップスコアー競技

ＦＥＩ規程第 25 版、第 270 条を適用。
高さ 1.20 ｍ以下、幅 1.50 ｍ以下とする。
１０障害以内、規定時間 60 秒

第７競技

小障害飛越競技

ＦＥＩ規程第 25 版基準Ａ、238 条 2.1 を適用。
高さ 1.00 ｍ以下、幅 1.20 ｍ以下とする。
（１・２年生のみ）

貸与馬団体障害飛越競技

日本馬術連盟制定の「日本馬術連盟競技会規程」を適用。
一部ローカル規定。
高さ 1.00 ｍ以下、幅 1.20 ｍ以下とする。
（選手６名登録の３名戦）

第１競技

第８競技

６月２日（日） 閉会式 第８競技終了後
※ 第８競技は、参加チ－ム数によりリンク戦ないしトーナメント戦とする。
８ 競技規定
日本馬術連盟競技会規定（30 版）、一部ローカル規定適用する。
また、障害物の高さなどはカテゴリー★程度とする。
９ 競技方法 貸与馬団体障害飛越競技については監督会議により決定する。
10 参加資格「 熊本県高等学校体育連盟主催競技会開催規定（規準）」に準拠する。
(1) 選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校に在籍する生徒であること。
(2) 選手は、本連盟加盟校の生徒で、当該競技要項により参加の資格をえたもの。
(3) 年齢は、平成１２年４月２日以降に生まれた者とする。
ただし、出場回数は同一競技３回までとし、同一学年での出場は１回限りとする。
(4) チームの編成において、全日制課程、定時制課程、通信制課程の生徒の混成を認めない。
(5) 広域通信制高等学校の参加にあたっては、専門委員長までお尋ね下さい。
(6) 複数校合同チームによる大会参加
ア 再編・統合の対象となる学校については、当該校を含む合同チームによる大会参加を認める。
イ 少子化に伴う部員不足による複数校合同チームの大会参加は、別途に定める「複数校合同チームの大会

参加規程」に従う。
(7) 転校後６ヶ月未満の生徒の参加は認めない（外国人留学生もこれに準ずる）。ただし一家転住等のやむを得な
い事由による場合は、高体連会長の認可があれば、この限りではない。
(8) 参加選手は、あらかじめ健康診断を受け、在学する学校の校長の承認を必要とする。
(9) その他の事項については、全国高等学校体育連盟規程、九州高等学校体育連盟規程の参加資格に準ずる。
(10) 参加資格の特例
ア 上記(1)(2)に定める生徒以外で、当該競技実施要項により大会参加資格を満たすと判断され、県高体連
が承認した生徒について、「大会参加資格の別途に定める規程」に従い、大会参加を認める。
イ 上記(3)のただし書きについては、学年の区分を設けない課程に在籍する生徒の出場は、同一競技３回限
りとする。
（11）競技馬匹
日本馬術連盟登録済みの学校所有馬匹をもって、参加校の公認競技馬匹とする。
（ただし、学校所有馬匹以外はオープン参加扱いとする）
11 参加制限
(1) 第２競技、第７競技は１・２年生のみの出場とする。（３年生はオープン参加扱いとなる）
(2) 出場は、貸与馬団体障害飛越競技を除き、人馬共に出場は１種目１回を原則とし、４種目までの出場とする。
尚、同一種目での馬の２回目出場はオープン参加として認めるが、その後の種目得点には計上しない。
(3) 監督は安全面を最優先した、参加申し込みを行うこと。
12 引率・監督
(1) 引率責任者は当該校の教員とする｡また、校長から引率を委嘱された「部活動指導員」（学校教育法施行規則
第７８条の２に示された者）も可とする。但し、「部活動指導員」に引率を委嘱する校長は、県高体連会長に
事前に届け出る。
(2) 監督、コーチ等は校長が認める指導者とし、それが外部指導者の場合はスポーツ安全保険（傷害、賠償責任
保険等）に必ず加入することを条件とする。
13 個人情報の取扱い
本大会の参加申込書等によって取得した個人情報の取扱いについては、「熊本県高等学校体育連盟個人情報保護
方針」に基づき取り扱う。なお、参加申込書の提出をもって、これらの取扱いに関して参加者生徒及びその保
護者の承諾を得たものとして対応する。
(1) 参加申込書に記載された個人情報の取扱い
ア 大会プログラムへ記載する
イ 競技場内でのアナウンス等による照会・コールすることがある
ウ 競技場内外の掲示板等に掲示されることがある
(2) 競技結果（記録）等の取扱い
ア 熊本県高等学校体育連盟ホームページで公開することがある
イ 大会報告書、熊本県高等学校体育連盟年報、熊本県高等学校体育連盟周年記念誌へ掲載する
ことがある
ウ 報道機関等の取材により、新聞等のメディアで公開されることがある
14 参加申込 別紙参加申込書と参加生徒一覧表を下記宛まで提出。 ２０１９年５月８日（水）必着。
宛先 〒８６１－４１０５
熊本市南区元三町５丁目１番１号 熊本農業高等学校内
中島 貴弘 宛
15 参加料
(1) 加盟校
５００円×エントリー人数
(2) 非加盟校
１，０００円×エントリー人数
(3) ダンス発表会については１校１０，０００円 （非加盟校 １校１３，０００円）
(4) 納入方法は、各学校毎にとりまとめ、加盟校及び非加盟校ともに参加申し込みと同時に所定の要領で最寄り
の郵便局払込用紙を用いて指定口座へ払い込むこと。
払込先（馬術専門部）専門部口座
口座番号 ０１７９０－８－６６２４８
口座名称 熊本県高体連馬術専門部
加入者局 川尻郵便局
《送料は各参加校で負担し、通信欄に参加生徒数（男・女）を記入して下さい。》
16 表 彰
(1) 団体、個人種目とも３位までを入賞とし、賞状を授与する。また、総合優勝校には優勝旗を授与する。
(2) 個人種目成績は、１位を６点とし、以下６位まで各１点を減じた得点を与える。
(3) 団体種目成績は、１位 10 点・２位６点・３位２点・４位１点を与える。
(4) 総合順位は個人種目成績及び団体種目成績の合計得点により決定する。
(5) 合計得点が同点の場合は１位獲得種目数の多い学校を上位とし、その他については別途審議により決定する。
17 その他連絡事項
不明な点につきましては、専門委員長までお尋ね下さい。
※ ５月３１日（金）１０：００よりフレンドシップ競技を予定。
専門委員長 熊本農業高校 中島 貴弘
TEL096-357-8800 FAX096-357-6699

