
1． 主　催 公益社団法人 神奈川県馬術協会
2． 公　認 公益社団法人 日本馬術連盟 （馬場馬術競技）
3． 後　援 神奈川県 公財）神奈川県スポーツ協会　　

相模原市
4． 期　日 馬場馬術競技

5． 会　場 神奈川県津久井馬術場(神奈川県相模原市緑区津久井町鳥屋2253 

6． 種　目　　 (参加料）
◆ 13:00～ トライアル馬場馬術競技(１審判員､採点表交付）

実施課目： 　JEF馬場馬術課目２０１３　①L1課目、②M1課目、③S1課目
〔注〕　トライアル馬場競技参加者は、事前にお申込下さい。（当日会場受付可）

◆ 馬場馬術競技
(1) 　ＦＥＩセントジョージ賞典２００９
(2) 　ＦＥＩセントジョージ賞典２００９
(3) 　ＦＥＩインターメディエイト２００９
(4) 　ＦＥＩグランプリ２００９
(5) 　ＪＥＦ馬場馬術競技 第3課目A 2022　　　　　　　　　　　　　　　
(6) 　ＪＥＦ馬場馬術競技 第3課目A 2022　　　　　　　　　　　　　　　
(7) 　ＪＥＦ馬場馬術競技 第4課目A 2022　　　　　　　　　　　　　　　
(8) 　ＪＥＦ馬場馬術競技 第4課目A 2022　　　　　　　　　　　　　　　
(9) 　ＪＥＦ馬場馬術競技 第5課目A 2022　　　　　　　　　　　　　　　
(10) 　ＪＥＦ馬場馬術競技 第5課目A 2022　　　　　　　　　　　　　　　
(11) 　ＪＥＦ馬場馬術競技 第1課目  2022　　　　　　　　　　　　　　　
(12) 　ＪＥＦ馬場馬術競技 第２課目B 2022　　　　　　　　　　　　　　　
(13) 　ＪＥＦ馬場馬術競技 第２課目C 2022　　　　　　　　　　　　　　　
(14) 　ＪＥＦ馬場馬術競技 第２課目D 2022　　　　　　　　　　　　　　　
(15) 　ＦＥＩジュニアライダー個人競技２００９
(16) 　ＦＥＩヤングライダー個人競技２００９

◆ 馬場馬術競技
(17) 　ＦＥＩセントジョージ賞典２００９
(18) 　ＦＥＩセントジョージ賞典２００９
(19) 　ＦＥＩインターメディエイト２００９
(20) 　ＦＥＩグランプリ２００９
(21) 　ＪＥＦ馬場馬術競技 第3課目A 2022　　　　　　　　　　　　　　　
(22) 　ＪＥＦ馬場馬術競技 第3課目A 2022　　　　　　　　　　　　　　　
(23) 　ＪＥＦ馬場馬術競技 第4課目A 2022　　　　　　　　　　　　　　　
(24) 　ＪＥＦ馬場馬術競技 第4課目A 2022　　　　　　　　　　　　　　　
(25) 　ＪＥＦ馬場馬術競技 第5課目A 2022　　　　　　　　　　　　　　　 天野杯
(26) 　ＪＥＦ馬場馬術競技 第5課目A 2022　　　　　　　　　　　　　　　
(27) 　ＪＥＦ馬場馬術競技 第1課目   2022　　　　　　　　　　　　　　　
(28) 　ＪＥＦ馬場馬術競技 第２課目B 2022　　　　　　　　　　　　　　　
(29) 　ＪＥＦ馬場馬術競技 第２課目C 2022　　　　　　　　　　　　　　　
(30) 　ＪＥＦ馬場馬術競技 第２課目D 2022　　　　　　　　　　　　　　　
(31) 　ＦＥＩジュニアライダー個人競技２００９
(32) 　ＦＥＩヤングライダー個人競技２００９
(33) 　ＦEI自由演技ジュニアライダー２００９
(34) 　ＦＥＩ自由演技ヤングライダー２００９
(35) 　ＪＥＦ自由演技国体成年馬場馬術課目
(36) 　ＦＥＩ自由演技インターメディエイト２００９
(37) 　ＦＥＩ自由演技グランプリ２００９

7． 参加資格及び参加条件
① 　参加者は何らかの傷害保険に加入していること。
② 　参加者は誓約書（競技会用）を事前に提出すること。
③ 　一般競技参加者は、原則として日馬連Ｃ級以上を有すること。
④
⑤ 　公認競技参加者は、日馬連会員でＢ級騎乗者以上を有すること。
⑥ 　公認競技参加馬匹は、日馬連登録が完了していること。
⑦ 　公認競技の参加は、１競技につき１馬１回限りとし、オープン参加を認めない。
⑧
⑨ 　公認競技の追加出場は、前日の最終競技終了後30分以内とする。
⑩ 　馬場馬術競技(11)～(14)､(27)～(30)競技のプロの参加は、オープン参加とする。
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　一般競技での同一人馬での組み合わせによる同一種目への出場は、２回目以降はオープン参加とする。

　公認競技申込書には、会員番号、登録番号を記入すること。記入が無い場合は、出場できない。

令和4年12月2日(金)

　◎ 入 厩： 馬場馬術競技： 令和4年12月1日(木)～

A

A

A(公認競技）
(公認競技）

かながわゆめ国体記念馬術大会2022実施要項
(令和4年10月)
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8． 審判規程

◎
①

② 　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。
③
④

9．
① （県会員） A-1 （県会員以外）

（県会員） B-1 （県会員以外）
（県会員） C-1 （県会員以外）

②  締切り後の参加申込者（参加料に追加）
③
（注意） 　当協会団体会員以外の団体の参加頭数は、1団体８頭を限度とする。

10． 服　装 　ＪＥＦの規程を適用する。
11． 表　彰　 　上位1～6位までを表彰の対象とする。

12． 申込期限 　馬場馬術競技 （期限厳守）

①

② 　参加料及び入厩料は、事前に銀行振込み又は会場で納入して下さい。
  （申込みアドレス） info@kanagawa-uma.com 　ＴＥＬ042-780-8260　　ＦＡＸ042-780-8261

〒252-0155　神奈川県相模原市緑区鳥屋２２５３１－１
　　申込受付は、協会のパソコンにメール、FAXの受信時間を先着順とします。
  （振込み先）

みずほ銀行【横浜駅前支店】普通預金【口座番号】２８４６６８７　
ゆうちょ銀行 ０ニ八店【店番】０２８普通預金【口座番号】８７４２２９０　

13． 競技打合せ、注意事項等　　
① 　出場登録に当たっては、馬匹の能力等を十分考慮して動物愛護に配慮すること。
② 　入厩は、８０頭を限度とし〆切前に達した場合は、予告なく申込を〆切させていただきます。
③ 　馬房のおが粉は、馬糞を取除き壁から30㎝程度離して平らにすること。
④ 　競技打合せ会はコロナウィルス感染防止のため行いません。審判長注意事項の説明会を実施します。

　馬場競技12月2(金）11:00～　　(大会本部棟前）
⑤ 　参加者が３名以下の競技は中止にすることがある。
⑥ 　人馬の事故がないよう十分注意すること。なお、人馬の事故に際し応急処置を行うが、県馬術協会はその責を負わない。
⑦ 　ホースマネージャーの宿泊（１,０００円/１泊）は、大会本部へ事前に料金を添えて申込み、許可を得ること。
⑧ 　競技の①開催順番、②出場出番は主催者が決定する。
⑨ 　厩舎地区及びその周辺は、参加団体の自主管理とし貴重品の管理には、十分注意すること。
⑩ 　厩舎地区及びその周辺の清掃は、各自でゴミを全て持ち帰ること。
⑪  　大会期間中の厩舎地区への乗用車の乗入れ及び駐車は、厳禁とする。　違反車両は、罰金１０,０００円を徴収する。

また、主催者指定以外の車両の駐車も同様とする。
⑫ 　入厩審査基準は、以下による。

⑬ 　選手及び馬匹取扱者は、一般観覧者に対し事故のないよう十分注意すること。
⑭

⑮

⑯ 　厩舎地区周辺は火気厳禁です。
⑰  AED(自動体外除細動器)は、大会本部に設置されています。

14． その他

　この大会公認競技成績は、令和4年度神奈川県国体選手選考の参考資料とする。

　イフルエンザ予防接種：A.基礎注射を実施してから21日以上2か月以内に２回目のワクチン接種を行いその後
７か月以内に最初の補強を行い、それ以降は1年以内に継続的に補強接種を受けていなければならない。
B.競技場へ入厩する6か月以内＋21日以内に補強接種(又は基礎接種の2回目)を受けていなければならない。
C.競技場へ入厩する1週間以内のワクチン接種は接種歴として認めない。
　入厩後、直ちに大会本部へ「馬の健康手帳」を提出すること。退厩は、大会本部から｢馬の健康手帳｣を受取る
とともに｢大会本部の許可｣を得てから退厩すること。

　選手及び馬匹取扱者は、競技場周辺或いは練習場において、馬匹同士、馬匹と人等に事故の無いよう細心
の注意を払ってください。
　ペットの同伴には必ずリードをつけ、本部管理棟前の駐車場まで許可します。厩舎へのペット同伴の入退は
禁止致します。

　ホースマネージャー室11，13号室を男性用更衣室、12，14号室を女性用更衣室として開放します。貴重品は、各自
で管理ください。なお、貴重品等の盗難、紛失に関しては当協会では一切負いかねますので、ご了承ください。

　申込は県協会ホームページよりダンロードしていただき、メールに添付してお送りください。誓約書
は県協会宛に送付（郵送またはＦＡＸ）して下さい。

7,000円

　コロナウィルス感染症防止のため表彰式は行いませんので、入賞者は、放送発表後に大会本
部棟に受取りに来てください。

　追加参加料 2,000円

11,000円

令和4年11月21日(月)

14,000円
（トライアルオープン参加）

　日馬連競技会規程（大会時最新版）を適用する。

参加料Ａ 13,000円
参加料Ｂ

12,000円

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。

10,000円

　大会登録料

参加料・登録料等

参加料Ｃ 5,000円

　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。



　(公社）神奈川県馬術協会

1． 　実施目的

2． 　主催者 　公益社団法人 神奈川県馬術協会

3． 　検定種目 　公益社団法人 日本馬術連盟　騎乗者資格　C級、B級

4． 　開催日時  会場： 　神奈川県津久井馬術場

　「かながわゆめ国体記念馬術大会2022 」時に開催。

(1) C級検定試験：　筆記試験 10：00～ （於：大会本部）

実技試験 C級検定試験･馬場馬術

(2) B級検定試験：　 筆記試験 10：00～ （於：大会本部）

B級検定試験･障害飛越

5． 　検定員

6． 　資格内容と受験資格要件等

7． 審査内容と方法

8． 受験費用

計

9． 日馬連会員登録、県馬術協会会員登録は、事前に済ませてください。会費、入会金は次のとおり。

（日馬連）

（県馬術協会）

10． 申込み方法 ＜期限厳守＞

(1)

(2)

　※　みずほ銀行横浜駅前支店　普通　口座番号　１９２３５２１　公社）神奈川県馬術協会

11． その他

(1) 　合格者の日馬連登録は、県馬術協会が行います。登録後に認定証、バッチが届きます。

(以上）

令和4年度第3回C・B級騎乗者資格試験実施要項

令和4年10月

日本馬術連盟主催公認競技会及び県内開催競技会における安全管理と事故
防止策のため、参加選手が一定基準以上の技能を承認することを目的として実
施します。

12月3日(土)

12月3日(土)

12月3日(土)

12月10日(土)

区　分 B　級 C　級

　資格の内容 　JEF主催協議会、公認競技会の
出場資格

　B級受験資格、県内開催競技会等への
参加資格

　資格要件 　C級騎乗者資格を有すること 　日本馬術連盟の会員であること

区　分 B　級 C　級

(1)　筆記試験
　馬事知識

　馬術理論、競技規定(80点以上)
　馬事知識（80点以上）

(2)　実技試験
　JEF馬場馬術第2課目B(53％以上)

馬場馬術（50点以上）
障害飛越　誘導・随伴の項目とも6点以上

区　分 B　級 C　級 備　考

　受験料 8,000円 8,000円

日馬連登録料 6,600円 3,300円 　合格者のみ。不合格者は返還します。

14,600円 11,300円

区　分 入会金 年会費

日本馬術連盟 10,000円 10,000円

各乗馬クラブで受験者を取りまとめて、別紙申込書にご記入のうえ県馬術協会へ申請してく
ださい。

　日馬連、県馬協会非会員の方は、事前に入会が必要です。申込み期限までに次の県馬術
協会口座へ受験料と合わせて入会金、年会費をお振込みください。

神奈川県馬術協会 5,000円
6,000円(会費）

2,000円(協力会費）

申込み期限： 令和4年11月21日(月)



（かながわゆめ国体記念馬術大会2022）

公益社団法人 神奈川県馬術協会




