
セレクトセール 2022　上場馬募集について

拝啓　早春の候、皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、本年もセレクトセール開催にあたり、上場馬を募集いたします。

　本年は、例年通りの書面による販売申込に加えて、新たに『オンラインによる販売申込』を導

入します。

　つきましては、下記の募集要項、家畜市場業務規程をはじめとする各内容をご理解の上、お申

し込みいただきますようお願いいたします。

　新型コロナウイルス感染症がまだ終息していない状況ではございますが、関係各所の皆様にご

理解、ご協力を賜りながら、感染拡大防止対策を十分に行い、購買者の方々をセール会場にお迎

えして開催できるように準備を進めて参ります。

敬　具

記

1．開催概要
市　場　名　称：	 セレクトセール 2022
開催日及び頭数：	 2022 年 7 月 11 日（月）　	1 歳馬　約 240 頭
	 	 	 7 月 12 日（火）　当歳馬　約 200 頭
開　催　場　所：	 北海道苫小牧市美沢 114-7　ノーザンホースパーク
品　種　年　齢：	 サラブレッド 1歳、当歳
主　　　　　催：	 一般社団法人日本競走馬協会

4		日 競 協 第 10 号

令和 4 年 3 月 17 日
各　　位

一般社団法人日本競走馬協会
（公印省略）
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2．申込方法
1）申込期間及び提出物
【申込受付開始】
　　2022 年 3 月 22 日（火）〜　1歳馬、当歳馬とも
【申込締切及び提出物】

2）共同所有馬の販売申込
　販売申込馬が共同所有の場合、前述の提出物以外に、P.33「共有者名簿」、「共有委任状」
及び「共有を証明する書類（契約書等）」を提出してください。（共有者名簿と共有委任状は
当協会ホームページの「販売者情報」に PDFファイルを掲載しています。）

3）販売申込馬の取消
　申込馬の取消は、5月 11日（水）正午までです。
　また、当歳馬がこの日時までに出生しなかった場合並びに種付料の支払いが完了してない
場合は取消とさせていただきます。
　なお、同日時以降の取消は「欠場扱い」となり、家畜市場業務規程第 28 条（5）に定める
「欠場違約金」の対象となりますのでご注意ください。

4）販売申込登録料
　販売申込登録料は申込時には必要ありません。上場決定後に次の料金を請求させていただきます。
販売者が当協会会員　　：1頭につき		 50,000 円 +消費税
　　　〃　　　会員以外：1頭につき	100,000 円 +消費税
なお、販売申込登録料は、いかなる理由があっても返還いたしませんのでご承知おきください。

5）販売申込書の記入に際しての注意事項
【上場馬名】
　1歳馬：「母馬名の 2021」、当歳馬：「母馬名の 2022」としてください。
【販売者（所有者）名、生産牧場名】
　公益財団法人ジャパン・スタッドブック・インターナショナルが発行する血統登録証明
書の表記もしくは申請した内容を記入してください。

締切日 提出物 書面申込 オンライン申込

4月14日（木） 1歳馬
①販売申込書 ○ オンライン入力
②血統登録証明書（写） ○ ○（写真可）

4月25日（月） 当歳馬
①販売申込書 ○ オンライン入力
③種付証明書（写） ○ ○（写真可）
④母馬の繁殖登録証明書（写） ○ ○（写真可）

5月11日（水） 1歳馬
当歳馬

⑤選定委員会用プリント写真 ○（前・横・後ろ） 不要
⑥カタログ用写真データ ○（横のみ） ○（前・横・後ろ）

※	提出物①〜⑥の提出を以て「販売申込」とし、上場選定委員会での選定対象となりますので
ご承知おきください。

※⑤⑥については、P.23「写真提出について」をご覧ください。
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【悪癖、疾病及び手術歴等】
　家畜市場業務規程第 17 条第 6項に定める事項がある場合は、必ず記入してください。
　販売申込馬が第 6項に定める事項に該当するか明確に判断できない場合は、東京事務局
までお問い合わせください。
　公表せず、売買成立後に当該事項が発見された場合は契約解除となる場合がありますの
でご注意ください。
　また、公表事項以外に「神経切断及び神経切除の手術歴」がある馬は、販売申込書の
「疾病及び手術歴他」欄に記入してください。

※	販売申込書は 2枚複写式になっておりますので、「販売者控」はお手元に残し、「提出
用」のみを送付してください。

3．上場決定
　5月 19日（木）に開催予定の家畜市場上場選定委員会において、P.15「家畜市場業務規
程（別表　家畜市場上場選定基準）」に基づき決定いたします。
　選定結果は 5月 21日（土）にファックスにて通知いたします。5月 23 日（月）を過ぎ
ても選定結果通知書が届かない場合は東京事務局までご連絡ください。
　なお、オンラインにて販売申込を行った方は、5月 21 日（土）9：00 より、マイページに
て選定結果（上場番号を含む）をご確認いただけます。

【家畜市場上場選定委員】
合田直弘、奥野庸介、吉田照哉、下河辺俊行、吉田俊介、小林英典、岡田紘和、岡田牧雄、吉田勝己、今泉玄

4．上場決定後の手続き
1）販売申込登録料
　販売申込登録料請求書に従い、6月 13 日（月）までにご入金ください。
2）提出書類

締切日 1歳馬 当歳馬
5月 30 日（月） 業務委託届出書（任意） 業務委託届出書（任意）
6月 1日（水） ウォーキング動画配信申込書（任意） ウォーキング動画配信申込書（任意）
6月 20 日（月） ウォーキング動画用データ　	※ 1 ウォーキング動画用データ　※1
6 月 21 日（火） レポジトリー資料（義務）　※ 2 −

6月 29 日（水）

リザーブ価格票 リザーブ価格票
誓約書 誓約書
血統登録証明書（原本） −
公表事項報告書 公表事項報告書
測尺報告書 −

※ 1　P.32「上場馬のウォーキング（常歩）動画配信について」をご覧ください。
※ 2　P.26「1歳上場馬の四肢レントゲン写真撮影及び上部気道内視鏡動画提出について」をご覧ください。
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セレクトセール 2022　販売者用スケジュール
月日 事項 提出物

3月 22 日（火） 申込受付開始
（1歳馬、当歳馬とも） −

4月 14 日（木） 1歳馬申込締切
①　販売申込書（オンラインは入力）
②　血統登録証明書（写）

4月 25 日（月） 当歳馬申込締切
①　販売申込書（オンラインは入力）
③　種付証明書（写）
④　母馬の繁殖登録証明書（写）

5月 11 日（水）

写真提出締切
⑤　選定委員会用プリント写真
　　（3枚）
⑥　カタログ用写真データ

申込馬の取消締切（正午まで）
同日時以降の取消は「欠場」とみなし「欠場違約金の対象」となります
※家畜業務規程第 28 条（5）参照

当歳馬出生締切（正午まで） −
当歳馬の種付料支払い完了
（正午まで） −

5月 19 日（木） 上場選定委員会 −
5月 21 日（土） 選定結果通知（FAX	or マイページ） −
5月 30 日（月） 業務委託届出書提出締切 業務委託届出書

6月 1日（水）
販売者説明会（1歳全員＋当歳希望者） −
ウォーキング動画申込締切 ウォーキング動画掲載申込書

6月 13 日（月）
販売申込登録料入金締切 −
ウォーキング動画掲載料入金締切 −

6月 20 日（月） ウォーキング動画提出締切 ウォーキング動画データ

6月 21 日（火） レポジトリー資料提出締切
（1歳のみ） レポジトリー資料データ

6月 29 日（水） 各種書類提出締切

リザーブ価格票
誓約書
血統登録証明書・原本（1歳のみ）
公表事項報告書
測尺報告書（1歳のみ）

7月 7日（木） 販売者説明会（全販売者） −
7月 8日（金） 1歳馬入厩開始（13：00 〜随時） −
7月 9日（土） 1歳馬下見（9：00 〜 17：00）

※ 7/10　8：00 までに全馬入厩完了 −
7月 10 日（日）
7月 11 日（月） セレクトセール 2022（1 歳） −
7月 12 日（火） セレクトセール 2022（当歳） −

※各提出物には必ず記名・押印をお願い致します。

3）販売者説明会
　全 1歳馬販売者・希望当歳馬販売者：6月 1日（水）　15：00 〜
　全販売者：7月 7日（木）　15：00 〜
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