乗馬団体

各位
平成 27 年 2 月吉日
フジホースショー実行委員会
大会会長
川 口
巌

2015 Fuji Grand Horse ShowⅠ
日本馬術連盟

公認障害馬術競技会（カテゴリー★ ）

各位様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
日頃よりフジホースショー開催にご理解、ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
本大会は御殿場市馬術・スポーツセンターで開催される全日本ジュニア障害を意識した競技種目
となっております。また、LC クラス(80cm)から MB クラスまでをメインアリーナにて実施いたしますので、
ビギナーの方にも全日本障害 PartⅡを目標とする選手の方々にもご満足いただける競技会になると
考えております。
記
競技会名

2015 Fuji Grand Horse ShowⅠ

開催期日

平成 27 年 4 月 9 日(木)～12 日(日)

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

主
主

催
管

フジホースショー実行委員会
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
特定非営利活動法人 静岡県馬術連盟
静岡地区乗馬倶楽部振興会
御殿場市乗馬協会

企画運営

ライディングクラブフジファーム
〒412-0048 静岡県御殿場市板妻８６１
TEL 0550-88-1033
FAX 0550-88-1048
コースデザイン
小谷 彰則 氏
総
務
阿部 和実
以上

本年度の競技会は下記の通りに開催いたします。
5/7-10
Spring Grand Prix（★★）
6/11-14 Fuji Grand Horse ShowⅡ（★）
7/2-5
Summer Grand Prix（★★★）
9/3-6
Autumn Grand Prix CSI1*-W Fuji（★★★★）
10/22-25 Final Grand Prix（★★）

・・・全日本ジュニア障害完走実績最終日 6/28
・・・全日本障害 PartⅡポイント締切 7/26
・・・全日本障害 PartⅠポイント締切 10/18

※要項各種書類、成績は http://www.fujifarm.jp よりダウンロードすることができます。
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2015 Fuji Grand Horse ShowⅠ
実施要項
日本馬術連盟

公認障害馬術競技会（カテゴリー★ ）
主 催
主 管

フジホースショー実行委員会
ライディングクラブフジファーム

1．開催日時

平成 27 年 4 月 9 日(木)～12 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

3．参加資格
(1) 選手は何らかの障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。

4．参加条件
(1) 服装及び馬装は競技会にふさわしいものとする。
(2) 練習馬場を含め、乗馬用防護帽を着用すること。

5．参加申込
(1) 締 切
(2) 登録料
参加料
※
※
※
※
※

平成 27 年 3 月 18 日(水)までに参加料・登録料を添えて申し込むこと。
１頭 ¥11,000
参加申込書の通り

大会期間を含め、締切日以降の追加は 1 件につき 1,000 円増額します。
締切日以降の変更手数料は人馬共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
2015 フジグランドホースショーⅠ係
TEL 0550-88-1033
FAX 0550-88-1048

(4) 振込先

静岡銀行 御殿場支店
（普通）０９０３２１４
有限会社富士ファーム
代表取締役

かわぐち

川口
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いわお

巖

6．競技規定
(1)
(2)
(3)
(4)

日本馬術連盟競技会規定(平成 27 年度版)を適用し、一部ローカルルールを用いる。
第１競技場にて実施する競技は２反抗失権とする。
打ち合せ会に於いて決定した事項を優先する。
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) 公認種目以外において競技開始後の追加参加はオープン参加とする。
(6) 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）
(7) 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。

7．入厩について
(1) 入厩期間は 4 月 9 日～12 日迄とし、午前 8 時～午後 5 時の間に済ませるようにして
下さい。
(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。

8．打ち合わせ会
平成 27 年 4 月 9 日（木）午後 6：00 より御殿場市馬術・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下さい。

9．その他
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

競技出場順は、大会実行委員会が決定します。
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。
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。
施設内での盗難について一切責任を負いませんので各自にて管理をしてくだい。
厩舎内での火気の使用を一切禁止します。
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。

10．表
(1)
(2)
(3)
(4)

彰
入賞は各競技５位までとする。
各入賞者にはリボン・賞品を贈る。
オープン参加は入賞の対象外とする。
表彰式に参加されなかった場合、賞品の授与はいたしませんので代理の方の
参加をお願い致します。
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