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2021年 4月 1日 

トレーニングセール 

販売申込者・飼養者 各位 

                                                         日高軽種馬農業協同組合 

                                                         北 海 道 市 場 事 業 部 

トレーニングセール 
札幌競馬場滞在に関する各種書類の提出について 

 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、先般ご案内差し上げましたとおり、本年のトレーニングセールにつきましては、札幌競馬場 

にて開催することと決定させていただきました。つきましては、札幌競馬場での滞在に関して、各種 

確認事項等がございますので、必要書類について期日厳守にてご提出くださいますようお願いいたし

ます。 

ご不明な点などがございましたら、当組合北海道市場事業部までお申し付けください。 

記 

１．販売申込者・飼養者向け事前説明会の開催について 

  販売申込者、飼養者を対象に、下記により事前説明会を開催いたします。開催方法や新型コロナウ

イルス感染拡大防止対策、札幌競馬場滞在についての注意事項など、大変重要な内容となりますの

で、ご参加くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 （滞在スケジュールは別紙をご参照ください。） 
 

開催日・時間 ： ４月３０日（金） １３:３０ より 

会  場   ： 日高軽種馬農協静内支所 セールリング にて 

「⑥販売希望価格書/測尺報告書」「⑦公表事項記入用紙」「健康手帳」の提出をお願いいたします。 

２．滞在厩舎について 

  滞在厩舎は札幌競馬場東厩舎を使用します。厩舎配置については決定次第ご連絡いたします。 

 ※育成者の隣接を希望される場合は４月９日(金)までに軽種馬農協へご連絡ください。厩舎の指定は 

  出来ませんので予めご了承ください。 

※退厩時、寝藁は馬房内入り口側に寄せてください。 

※帯同馬の入厩を予定されている場合も、４月９日(金)までにご連絡ください。 

（帯同馬についても、上場馬と同様にワクチン接種の競馬場入厩要件が必要です。） 

帯同馬分の敷藁（麦稈）は有料（敷料込：20Kg税込 2,000円）となります。 

３．入厩馬の診療について 

 札幌競馬場入厩期間中における入厩馬への治療及び投薬等の診療行為については、使用する 

 薬物の基準を定め、全て場内に配置する日高軽種馬農協所属獣医師が行うこととします。日 

 高軽種馬農協所属獣医師以外による場内での診療行為は認めませんので、ご了承ください。 

・日高軽種馬農協所属獣医師は、場内に待機し、使用する薬物についての基準を設け、入厩馬の診療 

 行為を行います。 

・日高軽種馬農協所属獣医師以外の者による治療及び投薬等の行為が発覚した場合は、上場拒否もし 

 くは関係者の退場、入場禁止を命ずることがあります。 

・禁止薬物等の競馬場内への持込は、一切禁止です。 

・滞在期間中のＨＢＡ獣医師連絡先は後日お知らせします。 
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４．「④滞在時確認／寝具・食事利用申込書」の提出について（必須） 

⇒ 記入用紙は飼養者へ同封しております。 

 提出期限：４月９日（金） 

記入後の用紙について、寝具・食事利用料を添え軽種馬農協本・支所へ提出願います。 

○ 入構章について 

・競馬場滞在中は、④確認書にご記入いただいた内容により入構章を発行し、セキュリティチェック 

 を行います。 

・入構者は、販売申込者を含め入厩期間中に厩舎エリアに入構される方全員についてご記入ください。 

・外国人スタッフについては、年齢・国籍・日本語レベルについても、併せてご記入ください。 

・入構する上場関係スタッフの人数は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、上場に 

 支障をきたさない最小限でお願いいたします。 

・札幌競馬場エリア内では、入構章を常に着用願います。 

 通用門出入りの際にも必要となりますので、エリアから外出される際も入構章は必ず 

 所持願います。 

・出入構時には、必ず出入構管理簿へのご記入をお願いいたします。 

・滞在者の徒歩通用門は、東厩舎門・北通用門・事務所門とし、門限を設定させていただきます。 

   時間外入構禁止：入構者への門限(21:00-4:00)周知徹底をお願いします。 
   21：00以降は翌朝 4：00 まで入構不可といたします。 

・門限内においても、外出しての飲食等は出来る限りお控え願います。 

・５月９日（日）事前下見時間帯は、パドック奥扉からスタンド パークウインズへ往来可能です。 

入構章を携行してください。パークウインズの運用時間を厳守願います。 

・入退厩時の車両入構は東厩舎門からの出入りとし、乗用車は北駐車場、馬運車・トラック等の大型 

 車両は混雑緩和のため西厩舎構内をご利用願います。車両入構証を発行しますので、入構・駐車さ 

 れる車両についてナンバー記載登録をお願いします。 

・馬匹運送会社の車両入構証については、運送業者へ送付しますので業者名をご記入ください。 

・競馬場内へ車両入構せずに北駐車場利用のみの場合は、車両入構証は不要です。 

・北駐車場から厩舎エリアへは北通用門地下歩道をご利用願います。 

・西厩舎構内(馬運車の駐車後)から厩舎エリアへは、人道橋をご利用ください。（車・馬は通行禁止） 

・消毒証明取得、車両入構経路については後日ご連絡いたします。 

※各駐車場において、カーオーディオの音量やアイドリングストップ等、近隣住民への配慮をお願 

 いします。また、駐車場内での事故、盗難等につきましては北海道市場並びに札幌競馬場は一切の 

 責任を負い兼ねますのでご了承ください。 

■ 滞在者通用門と開門時間 
人 ）東厩舎門・北通用門・事務所門           5/ 8（土）  9:00-21:00 

  ※5/9(日)～5/10(月)の期間中、西厩舎構内に       5/ 9（日）  4:00-21:00 

   駐車した馬運車を退構する場合は、北門詰所     5/10（月）  4:00-21:00 

   または中央通用門詰所へ事前にご連絡ください。   5/11（火）  4:00-21:00 

車 ）東厩舎門〔北駐車場・西厩舎構内〕      入厩 5/ 8（土）  9:00-16:00 

                            退厩 5/11（火） 10:30-20:00 

 ※５月１１日(火)中の退厩をお願いします。せり翌日の退厩は出来ません。 
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 ・場内でのバイク・スクーターは使用禁止です。 

 ・西・南駐車場はパークウインズ時有料となります。パークウインズの開催状況により、閉場時間が 

異なりますので、ご注意ください。（北駐車場のご利用をお勧めします） 

 ・５月１０日(月)公開調教日／１１日(火)せり開催日は来場者駐車場として西駐車場が利用可能です。 

 ・装蹄師の入構が必要な場合は、入構章及び車両入構証を発行します。装蹄師氏名・車両ナンバー・ 

 連絡先をご記入ください。（利用する通用門や門限は、他の滞在者に準じるようお願いいたします。） 

   ＨＢＡ手配の装蹄師は打替えのみ対応します。予備鉄がない場合は対応出来ませんので、 

   かかりつけの装蹄師と相談のうえ、必ず予備鉄の準備をお願いいたします。 

○ 居室・食事の利用について 

・牧場スタッフの宿泊については、厩舎の居室を利用していただきます。備品については、水道・トイ 

 レ・シャワー・テレビ・冷蔵庫・エアコンが利用出来ます。（洗濯機は使用出来ません。） 

・場内の共同浴場は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため利用不可といたします。 

居室のシャワーをご利用ください。 

・階段、居室は土足厳禁です。スタッフへの周知徹底をお願いいたします。 

・滞在時の施設・備品等の利用に係る規則の厳守をお願いいたします。施設・備品等の利用に際し損

壊・汚損等を確認した際は実費を徴収させていただきます。 

・居室での宿泊は、男性スタッフに限定させていただきます。 

・寝具や弁当のご利用については、有料とさせていただきます（前金制）。ご記入いただいた内容を 

 基にご用意いたしますので、希望数を申込書にご記入のうえ、軽種馬農協本・支所にて利用料を納

入いただきますようお願いいたします。 

寝具 １組につき ８００円（税込） ／ 食事（弁当） １食につき １,０００円（税込） 

・本年は、感染症拡大防止のため滞在中の食事は朝昼夕の３食すべてが弁当（日替わり弁当）とな 

 り、厩務員食堂前テントでの提供となります。 

・厩務員食堂内での飲食は出来ません。飲食は各居室にてお願いいたします。 

・特に外国人従業員が滞在する場合は、日本食に抵抗がある方もいらっしゃると思いますので、事前 

 にご用意いただくなどの対応をお願いいたします。（居室には調理器具等は一切ありません。） 

  ○ 厩務員食堂前テント運用時間 5/8(土)-11(火) 

  5/ 8(土)                    夕 17:00-19:00 

  5/ 9(日) 朝  6:00- 9:00   昼 11:00-13:00  夕  17:00-19:00 

  5/10(月) 朝   6:00- 9:00   昼 11:00-13:00  夕  17:00-19:00 

  5/11(火) 朝   6:00- 9:00   昼 11:00-13:00 

※追加、取消（返金）は出来ません。食券につきましては、入構章と併せて後日発送いたします。 

 ※セール当日昼の販売申込者分弁当(有料)についてもこの申込書にてお申し込みください。 

５．「⑤公開調教組み合わせ確認書」の提出について（必須） 

⇒ 記入用紙は飼養者へ同封しております。 

 提出期限：４月９日（金） 

記入後の用紙について、ＦＡＸでの提出をお願いいたします。 

送信先：0146-45-2095 日高軽種馬農協 北海道市場事業部 

○ 公開調教組み合わせ確認書について 

  公開調教時の併せ馬の組み合わせをご記入願います。ご記入いただいた内容を基にクルー表を作成 

  し、後日送付させていただきます。 

 ※札幌競馬場での公開調教は、ダートコース右回りで、２Ｆ－１Ｆのタイム計測を行います。 

※スムーズな進行のため、公開調教は２頭併せとします。【単走希望は認めません。】 
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・併せ馬がいない場合は販売申込者・飼養者関係内での調整のうえ編成、または帯同馬の引付けをし 

 てください。 

・騎乗者体重は、斤量としてクルー表に掲載致しますので、各自計測聞き取りのうえ正確にご記入く 

 ださい。 

・騎乗者とりまとめは行いません。 

・複数頭の上場がある場合、予め騎乗者、スタッフ、鞍等の確保にご協力願います。 

・公開調教に参加出来なかった場合は、せりに上場することが出来ませんのでご了承願います。 

・調教は４クルー（１クルー約１８組）で編成する予定です。 

・公開調教時の騎乗者のマスク着用は、特に制限いたしません。 

６．「⑥ 販売希望価格書/測尺報告書」 「⑦ 公表事項記入用紙」の提出について（必須） 

 ⇒ 記入用紙は販売申込者へ同封しております。 

 提出期限 ：４月３０日（金）必着 

記入、捺印後の用紙原本を軽種馬農協本・支所へ提出（持参または郵送）願います。 

※ご記入にあたっては、販売申込者・飼養者との間でご確認のうえ、販売申込者の責任において必要 

 事項を正確にご記入ください。 

※今回のセールでは「オンライン報告」による提出を休止させていただきます。捺印後の原本用紙の 

 ご提出をお願いします。 

○ 販売希望価格書/測尺報告書について 

 ・販売希望価格について、価格交渉不可の場合は、【 □ 交渉不可 】に✓マークを記入してください。 

  ✓マークをご記入いただいた場合、販売希望価格以下のお声掛けがあっても、鑑定人は希望価格か 

  らせりを開始いたします。 

 ご記入いただいた内容を基に、販売希望価格／測尺･馬体重一覧表を作成し配布いたします。 

 測尺は計測期間を設定します。４月２３日(金)～３０日(金)までに計測した測尺を報告願います。 

・馬体重は５月８日（土）札幌競馬場入厩日に場内馬衡所で全頭計測します。 

・提出後に変更が生じた場合は、５月８日（土）馬体重計測時までに市場係員へお申し出ください。 

 （以後の変更については一覧表に反映出来ない場合がありますのでご了承願います。） 

○ 公表事項記入用紙について 

 公表事項記入用紙に記入する各項目は、市場業務規程により、事前に公表が必要となる項目です。 

各項目の有無について、売買成立後に記入内容と異なることが判明した場合は、売買契約が解除となる

場合があります。上場馬の状態をよく確認し、正確にご記入ください。 

・この用紙は該当項目の有無に関わらず、ご記入のうえ必ず提出してください。 

・各項目の「ある」に該当する馬は用紙を公表事項開示室で開示し公表いたします。 

※測尺・公表事項はホームページ上での事前発表（５月６日（木）公開予定）を行います。 

 未報告分は掲載しませんので、期限厳守での報告にご協力をお願いいたします。 

（販売希望価格は事前下見日以降に一覧表にて公表します。） 

     

測尺、公表事項については、販売申込者の申告に基づき作成する資料です。 

    販売申込者の責任において、正確に計測、上場馬の観察を行って報告願います。 

    ※過去の飼養状況についてもご注意ください。 
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７．健康手帳の提出について（必須） 

提出期限 ：４月３０日（金）必着 （事前説明会時に提出。欠席の場合は事前提出願います。） 

証明済み手帳を軽種馬農協本・支所へ提出（持参または郵送）願います。 

【期限厳守による事前提出にご協力をお願いいたします。】 

・上場馬及び帯同馬の健康手帳の提出をお願いします。提出の際は、予防接種証明の確認をお願いい

たします。 

 ※馬伝染性貧血検査（伝貧検査）については、札幌競馬場入厩の際は不要となります。すでに検査 

 結果（陰性証明書）がある場合は、健康手帳へ貼付願います。 

・４月３０日（提出期限）以後に春期の３種混合ワクチンを接種する場合は、接種後、証明済み手帳 

 をすみやかに提出してください。 

 ※先にその時点での健康手帳のコピーをいただく場合がございます。ご了承願います。 

 ※春季の３種混合ワクチンにつきましても、上記記載の伝貧検査同様、入厩の必須要件ではござい 

  ません。 

・お預かりした健康手帳は軽種馬農協で保管し、札幌競馬場滞在期間中に返却します。 

８．ＪＲＡ函館競馬場への直接入厩の休止について 

 売買成立馬のＪＲＡ函館競馬場への直接入厩（入厩検疫受験）につきましては、札幌・函館競馬開催 

 日割の変更に伴い、本年度は休止することといたしました。ご了承願います。 

９．新型コロナウイルス感染拡大防止に係る対策について 

  新型コロナウイルス感染拡大防止に係る対策を実施いたしますので、皆様のご協力をお願いいたし 

ます。詳細につきましては、別紙をご確認願います。 

１０．提出書類について（まとめ） 

 これまで提出をお願いしております各種書類について、今一度ご確認をお願いいたします。 

未提出の書類がありましたら、すみやかにご提出をお願いいたします。 

□ ②  誓約書（販売者・飼養者） [原本 3/26迄] 

□ ③   オンラインレポジトリー 資料提出に関する確認書（販売者） [原本 3/19迄] 

   レポジトリー撮影データは 4/29迄アップロード 

□ ④  滞在時確認表／寝具・食事利用申込書（飼養者） [利用料納付 原本 4/9迄] 

□ ⑤  公開調教組み合わせ確認書（飼養者） [FAX可 4/9迄] 

□ ⑥  販売希望価格書/測尺報告書（販売申込者） [原本 4/30迄] 

□ ⑦  公表事項記入用紙（販売申込者） [原本 4/30迄] 

□ 健康手帳 [4/30事前説明会時迄] 春期３種混合接種時は一旦返却‐証明後再度提出のこと 

お問い合わせは 日高軽種馬農協 北海道市場事業部（TEL:0146-45-2133）までお願いいたします。 



■　２０２１トレーニングセール　滞在者向けスケジュール　（2021/4/1暫定版）

開門 4:00 － 開門 4:00 － 開門 4:00 －
入厩（東厩舎門） 9:00 － 15:00 6ｈ 引き運動 4:30 － 9:00 4.5ｈ 引き運動 4:30 － 7:30 3ｈ 引き運動 4:30 － 7:30 3ｈ
※馬運車は飼養者毎に入構時間指定 本馬場 せり会場 せり会場

スクーリング 5:00 － 7:30 3ｈ スクーリング 6:00 － 7:30 1.5ｈ スクーリング 6:00 － 7:30 1.5ｈ
馬体重計測 9:00 － 15:00 6ｈ （馬場入りは7：30までです。）
地下馬道

スクーリング 16:00 － 17:30 1.5ｈ 開場 8:30 － 開場 8:00 －

10:00 － 15:00 6ｈ 10:00 － （14:30） 5ｈ 10:00 － （15:00） 5ｈ

厩務員食堂前テントにて資料配布
19:00 - 19:30 下見時間 － 16:00 1.5ｈ 終了後　随時退厩 － 17:00

※クルー表、その他必要事項 引き運動 16:00 － 17:30 1.5ｈ 引き運動 16:30 － 17:30 1ｈ ※退厩時、寝藁は馬房内入り口側に寄せてください。

門限 － 21:00 門限 － 21:00 門限 － 21:00

退厩車両入構 10:30 －

車両は北駐車場へ移動
（馬運車、貨物車両は西厩舎構内へ移動）

■　厩務員食堂前テント運用時間（要予約/食券） ■　〇滞在者用駐車場（乗用車）－北駐車場 ■　本馬場内は、内ダグ・外キャンター厳守でお願いします。
朝 6:00 - 9:00 （弁当引換） 東厩舎門入構⇒北駐車場⇒北通用門地下歩道で東厩舎へ
昼 11:00 - 13:00 （弁当引換） 　　 〇馬運車・貨物車－西厩舎構内 ■　馬場内および、指定エリア以外は禁煙です。
夕 17:00 - 19:00 （弁当引換） 東厩舎門入構⇒西厩舎構内⇒人道橋で東厩舎へ 　－厩舎前のポイ捨て厳禁！！－

5/ 8（土）　　　　 夕 5/ 9（日）朝・昼・夕 ※人道橋は車・馬の通行は禁止です。
5/10（月）朝・昼・夕 5/11（火）朝・昼  ※ 積降後すみやかに移動願います。 ■　盗難事故が発生した場合は、警察に通報します。

 ※ 乗用車乗り入れは自粛願います。
■　共同浴場は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため  ※ 荷物運搬には貸出用トラックが利用可能です。 ■　滞在者への緊急伝達事項が発生した場合、市場係員が
　　利用不可と致します。居室のシャワーをご利用ください。  ※ 東厩舎構内は駐車禁止です。 　　 各居室を巡回、または電話にて連絡しますので、各自連絡

 ※ 運行の際は最徐行願います。 　　 の取れる状況の確保をお願いします。
■　滞在者通用門  ※ 車両入構証・馬運車消毒証明を掲示ください。 　　 （5/9夕方に健康手帳返却予定）
東厩舎門（車・人）／北通用門（人）／西厩舎門（車）／事務所門（人）
門限による閉門時間　21：00－4：00 ■　装蹄師車両入構（要事前登録/通行章発行） ■　厩舎エリア・調整ルーム前などの砂埃の状況により散水

※門限厳守！時間外入構出来ません！ （HBA手配の装蹄師は、打替えのみ対応します。 　　 する場合があります。また、馬糞BOX・ゴミBOX等の定期収集
・上記時間及び、他の通用門は通行出来ません。 各自で予備鉄をご持参ください。） 　 　につきましてもご協力願います。
・5/9（日）事前下見時間帯　ﾊﾟﾄﾞｯｸ奥扉－ｽﾀﾝﾄﾞ往来可能です
（ﾊﾟｰｸｳｲﾝｽﾞの運用時間を厳守願います。） ■　寝藁追加（有料税込 20Kg 2,000円）
・出入りの際は入構章・車両入構証を携行してください。 市場係員にお知らせください。
・札幌競馬場エリア内では、入構章を常に着用願います。
 通用門出入りの際にも必要となりますので、エリアから ■　地下馬道ｽｸｰﾘﾝｸﾞは、引き運動で行ってください。
 外出される際も入構章は必ず所持願います。
・出入構時に、出入構管理簿にご記入いただきます。 ■　せり会場上場馬出入口は自動扉となります。

　5/10・11のせり会場ｽｸｰﾘﾝｸﾞで確認願います。

乗用車入構自粛
スクーリング時／17：00以降車両入構禁止

終日車両入構禁止 終日車両入構禁止
時間外車両入構禁止

 公開調教  せ　り

地下馬道スクーリング・馬体重計測 事前下見 公開調教 せり（退厩）

５月８日（土） ５月９日（日） ５月１０日（月） ５月１１日（火）
入厩 本馬場スクーリング せり会場スクーリング せり会場スクーリング

 購買者事前下見
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