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2022Fuji Horse Show Summer Grand Prix 
日本馬術連盟 公認障害馬術競技会（カテゴリー★★★） 

実施要項 
 

1．開催日時 2022 年 7 月 7 日(木)～7 月 10 日(日) 

2．開催場所 御殿場市馬術・スポーツセンター 

 〒412-0005 静岡県御殿場市仁杉 1415-1 

3．主  催 フジホースショー実行委員会 

主  管 ライディングクラブフジファーム 

後  援 公益社団法人 全国乗馬倶楽部振興協会 

 静岡地区乗馬倶楽部振興会  

 御殿場市乗馬協会 

4．参加資格 
(1) 選手は何らかの傷害保険に加入している者。 

(2) 公認種目に出場する選手は日本馬術連盟の騎乗者資格Ｂ級以上を有すること。 

(3) 公認種目に出場する馬匹は日本馬術連盟の登録が完了し、いずれかのグレード 

 申請をしていること。 

5．参加条件 
(1) 服装及び馬装は競技会にふさわしいものとする。 

(2) 障害飛越競技は練習馬場を含め、乗馬用防護帽を着用すること。 

6．参加申込 
(1) 締 切 2022 年 6 月 20 日(月)までに参加料・登録料を添えて申し込むこと。 

(2) 登録料 １頭 ¥12,000 

 参加料 参加申込書の通り 

※ 締切日以降の変更料は人馬共１件につき 1,000 円増額します。 

※ 当日を含め、追加料金は 1 件につき 1,000 円とします。 

※ 追加・変更は書面のみ受付けます。お電話での対応はしておりません。 

※ 指導者によるオープン参加は 1,000 円減額します。 

※ 一度納入いただいた申込料金はいかなる場合でも返却いたしません。 

  ただし、主催者側の都合により競技を中止した場合は除く。 

(3) 申込先 〒412-0048 静岡県御殿場市板妻８６１ 

  ライディングクラブフジファーム内 

  2022 フジホースショー サマーグランプリ係 

  TEL 0550-88-1033   FAX 0550-88-1048 

  Mail fujihorseshow@gmail.com 

※ 要項、申込書、タイムテーブル、成績は http://fujifarm.jp より 

ダウンロードすることができます。 

(4) 振込先 
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7．競技規定 

(1) 日本馬術連盟競技会規程(最新版)を適用し、一部ローカルルールを用いる。 

(2) 第 1~2・11~12・21~22 競技においてはローカルルールを適用し、３反抗失権と

する。また安全のため１名の指導者の入場を許可する。 

(3) 打ち合せ会に於いて決定した事項を優先する。 

(4) 公認種目を除き、同一馬は同一種目に何回でも出場できる。但し、同一人馬の 

 二回目以降はオープン参加となる。 

(5) 参加数３名以下の競技は取り止めることがある。（公認種目は 2 名以下） 

(6) 準備運動馬場は安全のため、頭数制限をするので指示に従うこと。 
 

8．入厩について 
(1) 入厩期間は 7 月 7 日～7 月 10 日迄とし、午前 8 時～午後 5 時の間に済ませるように 

してください。 

(2) それ以外の場合は入厩予定日時をあらかじめ大会本部に必ずお知らせ下さい。 

前日入厩は有料となります。（1 日 3,100 円） 

(3) 法定検査を実施しており、軽種馬防疫協議会の定めるインフルエンザ予防接種を

完了させてください。 

(4) 馬運車はご面倒でも入厩作業終了後、速やかに大駐車場へ移動してください。 

(5) 乗用車は厩舎地区の乗入れを禁止とします。第 10 厩舎上の一般乗用車駐車場に

駐車してください。 

9．打ち合わせ会 
 7 月 7 日(木)フレンドシップ終了 30 分後、御殿場市馬術・スポーツセンター内 

 大会本部棟会議室にて行います。各団体責任者は必ず出席してください。 
 ※打合せ会の方法については変更の場合もあります。あらかじめ、ご了承ください。 
 

10．その他  
(1) 競技出場順は、大会実行委員会が決定します。 

(2) 選手及び関係者は事故のないよう十分注意を払うようお願いします。 

(3) 競技中の人馬の事故に対して応急処置はとるが本大会はその責任は負いません。 

(4) 施設内での盗難について責任を負いませんので各自にて管理をしてください。 

(5) 厩舎内での火気の使用を一切禁止します。 

(6) 施設・設備・備品等を損傷し、または減失したときはその損害を賠償していただ

くこともありますのでご注意ください。 

(7) 厩舎及びその周辺は、清掃等、参加団体の自主管理をお願いします。 

(8) 退厩時には厩舎を清掃し、敷料を板壁より 50cm 程離し、平らにしてください。

蹄洗所の馬糞等も片付けるよう、ご協力をお願いします。ゴミは各自の責任で 

持ち帰るようにお願いします。厩舎窓は風水害対策のため、必ず閉めてください。 

(9) 新型コロナウイルス感染予防対策に沿って運営するが、各自で体調管理をして、

自己防衛に努めるようにしてください。 

(10) 感染拡大防止のために遵守すべき事項 

①自主的に参加を見合わせてください。 

・体調がよくない場合。 

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。 

・過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地

域等への渡航または当該在住者との濃厚接触がある場合。 

②大会役員、補助員、選手、厩舎に入る者、参加者の帯同者には、氏名、住所、発症

した際の感染経路確認への協力に同意する誓約書に署名してください。 

③大会期間中の健康観察と行動記録を提出してください。 
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④マスクを持参し、参加受付時や着替え時等、騎乗を行っていない際や会話をする際

にはマスクを着用してください。 

⑤手洗い、アルコール等による手指消毒を実施してください。 

⑥トイレ内に除菌ウエットティッシュが設置してありますので、便座等の消毒をして

ご利用ください。 

⑦他の参加者、スタッフ等との距離(２ｍを目安に最低１ｍ)を確保してください。 

⑧大きな声で会話、応援等をしないでください。 

⑨使用したマスクや飲み物の容器等を放置しないよう心掛けてください。 

⑩感染防止のために主催者が決めた措置の遵守、主催者の指示に従ってください。 

⑪競技会終了後 2 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に

対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告してください。 

 

※最終日に誓約書と行動記録表を提出していただきます。 

 

11．表 彰 
(1) 入賞は各競技５位までとする。（フレンドシップを除く） 

(2) 各入賞者にはリボンを贈る。 

(3) 各競技の入賞者には、飼育奨励金もしくは賞品を贈る。 

(4) オープン参加は入賞の対象外とする。(該当種目開始後の追加はオープン参加になります。) 

 

 

◇飼育奨励金   
 

 

 

 

賞金総額  2,000,000 円（この他の種目には賞品が贈られます。） 

  １  位 ２  位 ３  位 ４  位 ５  位 

第 5 競技 フジ中障害Ｄ 30,000 20,000 15,000 13,000 10,000 

第 7 競技 フジ中障害Ｃ 40,000 25,000 20,000 18,000 13,000 

第 9 競技 フジ中障害Ｂ 50,000 30,000 25,000 20,000 17,000 

第 10 競技 フジ中障害Ａ 60,000 50,000 30,000 25,000 20,000 

第 15 競技 フジ中障害Ｄ 30,000 20,000 17,000 15,000 13,000 

第 17 競技 フジ中障害Ｃ 40,000 25,000 20,000 17,000 15,000 

第 19 競技 フジ中障害Ｂ 50,000 30,000 25,000 20,000 17,000 

第 20 競技 フジサマーグランプリ SB 150,000 75,000 55,000 40,000 30,000 

第 25 競技 フジ中障害Ｄファイナル 50,000 30,000 25,000 20,000 15,000 

第 27 競技 フジサマーミニグランプリ MA 100,000 60,000 40,000 30,000 25,000 

第 28 競技 フジ中障害Ｂファイナル 70,000 40,000 35,000 30,000 25,000 

第 29 競技 フジ中障害Ｃファイナル 60,000 35,000 30,000 25,000 20,000 


