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（公社）日本馬術連盟公認競技会 

 

第 ２３ 回 
ホースフェスティバル IN 津久井 

馬場馬術公認・一般競技 

 

実 施 要 項 
 

主 催：ホースフェスティバル実行委員会 

主催クラブ：OISO 乗馬クラブ 

座間近代乗馬クラブ 

秦野国際乗馬クラブ 

大井松田乗馬クラブ 

平塚乗馬クラブ 

ATSUGI ライディングクラブ 

藤沢乗馬クラブ 

Kosarry Farm 

 

期 日：令和４年６月４日(土)～５日(日) 

会 場：神奈川県津久井馬術競技場 

 
大会資料、申込書、結果、資料変更案内等 

大会ホームページに随時掲載いたしますので、ご確認ください。 
ホームページは、「秦野国際乗馬クラブ」ページ内でもリンクを掲載しております。 

 

https://www.fes-tsukui.com/ 
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ホースフェスティバル IN 津久井 

参加募集要項 
競技種目 

 

６月４日(土)   馬場馬術競技１日目 

第１競技 ＪＥＦ馬場馬術Ｌ１課目２０１３ 公認競技 ￥10,000 １位～６位 表彰 

第２競技 ＪＥＦ馬場馬術Ｍ１課目２０１３ 公認競技 ￥10,000 １位～６位 表彰 

第３競技 ＪＥＦ馬場馬術Ｓ１課目２０１３ 公認競技 ￥10,000 １位～６位 表彰 

第４競技 ＦＥＩセントジョージ賞典馬場馬術２００９ 公認競技 ￥10,000 １位～６位 表彰 

第５競技 ＦＥＩインターメディエイト２００９ 公認競技 ￥10,000 １位～６位 表彰 

第６競技 HRC50周年記念杯  ＪＥＦ馬場馬術Ａ２課目２０１３ 一般競技 ￥9,000 １位～６位 表彰 

第７競技 ブルーリボン杯  ＪＥＦ馬場馬術Ａ３課目２０１３ 一般競技 ￥9,000 １位～６位 表彰 

第８競技 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ杯 ＪＥＦ馬場馬術Ａ４課目２０１３ 一般競技 ￥9,000 １位～６位 表彰 

第９競技 カバロ杯     ＪＥＦ馬場馬術Ｌ１課目２０１３ 一般競技 ￥9,000 １位～６位 表彰 

第 10競技 ＪＥＦ馬場馬術Ｍ１課目２０１３ 一般競技 ￥9,000 １位～６位 表彰 

 

６月５日(日)   馬場馬術競技２日目 

第 11競技 ＪＥＦ馬場馬術Ｌ２課目２０１３  公認競技 ￥10,000 １位～６位 表彰 

第 12競技 ＪＥＦ馬場馬術Ｍ２課目２０１３ 公認競技 ￥10,000 １位～６位 表彰 

第 13競技 ＪＥＦ馬場馬術Ｓ２課目２０１３ 公認競技 ￥10,000 １位～６位 表彰 

第 14競技 ＦＥＩセントジョージ賞典馬場馬術 2009 公認競技 ￥10,000 １位～６位 表彰 

第 15競技 ＦＥＩインターメディエイト２００９ 公認競技 ￥10,000 １位～６位 表彰 

第 16競技 ＪＥＦ自由演技国体成年馬場馬術課目  公認競技 ￥10,000 １位～６位 表彰 

第 17競技 ＦＥＩインターメディエイト自由演技 2009 公認競技 ￥10,000 １位～６位 表彰 

第 18競技 パインテイル杯 ＪＥＦ馬場馬術Ａ２課目２０１３ 一般競技 ￥9,000 １位～６位 表彰 

第 19競技 エポック杯    ＪＥＦ馬場馬術Ａ３課目２０１３ 一般競技 ￥9,000 １位～６位 表彰 

第 20競技 根岸馬糧杯    ＪＥＦ馬場馬術Ａ４課目２０１３ 一般競技 ￥9,000 １位～６位 表彰 

第 21競技 ﾋﾟｵﾆｴｼｳﾞｧﾙ杯  ＪＥＦ馬場馬術Ｌ１課目２０１３ 一般競技 ￥9,000 １位～６位 表彰 

第 22競技 ＪＥＦ馬場馬術Ｍ１課目２０１３ 一般競技 ￥9,000 １位～６位 表彰 

 

尚、馬の大会登録料は、１頭１０,０００円です。 

 

参加資格及び条件 

① 参加者は、何らかの障害保険に加入していること。 

② 公認競技の参加者は、日馬連会員でＢ級以上の取得者であること。 

③ 公認競技の参加馬は、日馬連登録を済ませていること。 

④ 公認競技の参加は、同一種目には１馬１回限りとし、オープン参加は認められません。 

⑤ 公認競技申込書には、人馬の日馬連登録番号の記載をお忘れなくお願いいたします。 

⑥ 公認競技の追加は、１日目は打合せ会終了まで、２日目は１日目の競技終了後３０分以内と

する。 

⑦ 一般競技の参加は、人馬ともに何回でも参加可能となります。 

⑧ 一般競技での同一種目、同一人馬での参加は、複数回参加可能とする。 

⑨ 一般競技でのオープン参加は認められる。オープン参加は６，０００円とする。 
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審判規定 

1.日本馬術連盟競技会規程（最新版）を適用する。 

2. 馬場馬術の公認競技以外の馬装は安全を考慮して自由とするが、競技会規程に準ずる。 

なお、乗馬の 肢巻、プロテクター、ワンコ等の装着は不可とする。 

3. 公認競技以外の馬場馬術競技は、鞭（120ｃｍ以内）の使用を可とする。 

4.打合せ会での決定事項を最優先とする。打合せ会での決定事項は、出席代表者の方から、選手・関係 者等へ

内容の周知徹底をお願いいたします。  
 

服 装 

1.公認競技は、ＪＥＦ規程を適用する。 

2.一般競技は、競技会に相応しい服装とする。 

 

≪申し込み方法及び期限≫ 

 

締切日         令和４年５月２４日（火） 

 

申込先  秦野国際乗馬クラブ ホースフェティバル実行委員会 

     住所 〒２５７－００２４ 秦野市名古木９６１ 

     ＦＡＸ ０４６３－８３－２２５５ 

メール hatano_irc@yahoo.co.jp 

 

＊ 上記宛に郵送、ＦＡＸまたはメールにてお申し込み下さい。 

＊ 競技会資料は 大会ホームページから一式すべて確認・ダウンロードが可能です。 
 

参加料振込 参加料は下記口座にお振込下さい   

      横浜銀行 渋沢支店 普通 １３７５８６７ 

      ホースフェティバル実行委員会  代表 小泉卓次 

 

≪打ち合わせ会≫ 

令和４年６月３日（金）午前１１時から大会本部にて行います。 

 

≪入退厩≫ 

令和４年６月２日（木）ＰＭ～令和４年６月５日（日）  

 

≪その他注意事項≫ 

＊ 入厩後速やかに健康手帳を本部までお持ちください。 

＊ 各自ゴミはお持ち帰りいただけるようお願いいたします。 

＊ 競技中の事故等につきましては、応急処置は行いますがその責任は負いません。 

 

 

≪お問い合わせ≫ 

秦野国際乗馬クラブ ℡ ０４６３－８１－５６２１ 担当：小泉卓次 
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≪その他≫  

* 第 1位から第３位までの入賞者には、ホースフェスティバルオリジナル写真付き表彰状と 

リボンを贈呈致します。 
 

 

* 第４位から第６位までの入賞者には、リボンを贈呈致します。 

 

* 公認競技（Ｓ１課目、セントジョージ賞典、インターメディエイト、Ｓ２課目、自由演技国体成年馬場馬

術、ＦＥＩインターメディエイト自由演技 2009）をオープン参加の一般競技として開催いたします。（各競技

終了後） 

※上記、表彰はございませんのでご注意ください。 

※上記、申し込みは、公認申込欄に 「オープン」と記載して下さい。 

※参加費用は オープン 6,000 円となります。 

 

 

 

 

*  演技中のお写真をホースフェスティバル専用 HPページに終了後にアップいたします。 

  秦野国際乗馬クラブ で検索または下記アドレスにアクセスしてください。 

  パソコン、スマホどちらからでもダウンロードが可能です。 

  ※ぜひお手元でご確認ください。 

 

*  ホームページは、「秦野国際乗馬クラブ」ページ内でもリンクを掲載しております。 

 

 

 

https://www.fes-tsukui.com/  
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