
公益財団法人 日本馬術連盟公認 

2022 SUZUKA DRESSAGE for amateur  実施要項  

１．主 催  SUZUKA Dressage 実行委員会 

２．共 催  三重県馬術連盟 

３．公 認  (公社)日本馬術連盟 

４．日 程  令和４年６月４日（土）～５日（日） 

５．場 所  SUZUKA HORSE PARK  鈴鹿市石薬師町４５２－４  

６．競技種目及び基準 （注意）競技順は下記のとおりではありません。締め切り後ご連絡します。 

 

日程 公認 種   目 基   準 

 

 

６ 

月 

４ 

日 

 

（土） 

○ 第１競技 馬場馬術競技  Ｌ１課目 ＪＥＦ Ｌ１課目 2013 （2022 年更新版） 

○ 第 2 競技 馬場馬術競技 Ｍ１課目 ＪＥＦ Ｍ１課目 2013 （2022 年更新版） 

〇 第 3 競技 馬場馬術競技 Ｓ１課目 ＪＥＦ Ｓ１課目 2013 （2022 年更新版） 

○ 第 4 競技 ジュニアライダー馬場馬術課目  FEI ジュニアライダー個人馬場馬術課目 2009（2022 年更新版） 

○ 第 5 競技 ヤングライダー馬場馬術課目 FEI ヤングライダー個人馬場馬術課目 2009（2022 年更新版） 

○ 第 6 競技 セントジョージ賞典馬場馬術課目  FEI ｾﾝﾄｼﾞｮｰｼﾞ賞典 2009（2022 年更新版） 

○ 第 7 競技 インターメディエイトⅠ馬場馬術課目  FEI ｲﾝﾀｰﾒﾃﾞｨｴｲﾄⅠ馬場馬術課目 2009（2022 年更新版） 

 第 8 競技 馬場馬術競技 Ｌ１課目  ＪＥＦ Ｌ１課目 2013 （2022 年更新版） 

 第 9 競技 馬場馬術競技 Ｍ１課目  ＪＥＦ Ｍ１課目 2013 （2022 年更新版） 

 第 10 競技 馬場馬術競技 Ａ２課目 ＪＥＦ Ａ２課目 2013 （2022 年更新版） 

 第 11 競技 馬場馬術競技 Ａ３課目 ＪＥＦ Ａ３課目 2013 （2022 年更新版） 

 

 

 

 

６ 

月 

５ 

日 

 

（日） 

○ 第 12 競技 セントジョージ賞典馬場馬術課目 FEI ｾﾝﾄｼﾞｮｰｼﾞ賞典 2009（2022 年更新版） 

〇 第 13 競技 インターメディエイトⅠ馬場馬術課目  FEI ｲﾝﾀｰﾒﾃﾞｨｴｲﾄⅠ馬場馬術課目 2009（2022 年更新版） 

○ 第 14 競技 馬場馬術競技 Ｌ２課目 ＪＥＦ Ｌ２課目 2013 （2022 年更新版） 

〇 第 15 競技 馬場馬術競技 Ｍ２課目 ＪＥＦ Ｍ２課目 2013 （2022 年更新版） 

〇 第 16 競技 馬場馬術競技 Ｓ２課目 ＪＥＦ Ｓ２課目 2013 （2022 年更新版） 

○ 第 17 競技 ジュニアライダー馬場馬術課目  FEI ジュニアライダー個人馬場馬術課目 2009（2022 年更新版） 

○ 第 18 競技 ヤングライダー馬場馬術課目  FEI ヤングライダー個人馬場馬術課目 2009（2022 年更新版） 

○ 第 19 競技 自由演技国体成年馬場馬術課目  JEF 自由演技国体成年馬場馬術課目（2022 年更新版） 

○ 第 20 競技 自由演技ｲﾝﾀｰﾒﾃﾞｨエイﾄⅠ馬場馬術課目 FEI 自由演技ｲﾝﾀｰﾒﾃﾞｨｴｲﾄⅠ 1998（2009 年改訂・2022 年更新版） 

 第 21 競技 馬場馬術競技 Ｌ１課目  ＪＥＦ Ｌ１課目 2013 （2022 年更新版） 

 第 22 競技 馬場馬術競技 Ｍ１課目  ＪＥＦ Ｍ１課目 2013 （2022 年更新版） 

 第 23 競技 馬場馬術競技 Ａ２課目 ＪＥＦ Ａ２課目 2013 （2022 年更新版） 

 第 24 競技 馬場馬術競技 Ａ３課目 ＪＥＦ Ａ３課目 2013 （2022 年更新版） 

〇 第 25 競技 FEI 自由演技ジュニアライダー馬場馬術課目 2006 2009 年改定 2022 年 更新版 

〇 第２６競技 FEI 自由演技ヤングライダー馬場馬術課目 2006 2009 年改定 2022 年 更新版 

 

 

 

 

 

 



７．参加資格         

 (1)公認種目への出場         

  ①選手は日本馬術連盟会員でＢ級(馬場限定を含む)以上の騎乗者資格を有していること。   

②馬匹は日本馬術連盟に登録済みであること。ただし、公認以外の種目に出場する人馬はこの限りではない。

(2)参加選手は、必ず何らかの傷害保険に加入していること。      

(3)参加選手は、必ず自身の健康保険証またはそのコピーを持参すること。    

 

８．競技上のルール         

 (1)公認種目においては同一種目に対しては同一人馬の出場は 1 回限りとする。    

(2)公認以外の馬場馬術種日においては、同一馬は同一種別に騎手を替えて２回まで出場できる。  

(3)公認種目Ｌ１、Ｍ１、Ｌ２、Ｍ２、に出場する選手が非公認の当該課目に参加する場合は、オープンでの

み参加できる。  

(4)出場が 1 人馬のみの種目に対しても演技を実施させ採点する。        

(5)非公認種目においては馴致、調教のための鞭の使用、折り返しなどの使用も可とする。 

 判断に迷う場合は前日までに審判員に確認のこと。 

  ただし、虐待に関わるものは不可。また騎手の服装は規定に基づくものとする。 

 (6)全日本馬場馬術大会出場資格取得に関する公認競技会規程第１４版の規定に基づく。 

(7)A クラスにおいては大勒の使用を不可とする。 

(8)非公認競技に参加するプロの選手はオープン参加のみとする。      

 

９．褒賞         

  (1)入賞は、各競技出場数(申込締切現在)の上位２５%とする。出場数が８人馬以下の場合も３位まで 

表彰する。ただし、公認競技種目においては、出場数が１６人馬以下であっても６位まで表彰する。 

  (2)各競技３位までの入賞者にはリボンを贈る。 ４～６位には副賞を贈る。    

 (3)奨励金及び賞品は別紙に定める。 

 (4)出場が 1 人馬の種目に対しては、リボンのみを贈る。  

 

１０．審査規定         

  日本馬術連盟競技会規程最新版による。 

 

１１．参加料         

  (1)出場料 1 馬 1 種目 1 回につき         

   ①公認競技種目・・・・・・・・・・・・・・・・・１２,０００円 

②公認以外の競技種目・・・・・・・・・・・・・・１０，０００円（高校生以下５，０００円） 

 (2)馬参加料 1 頭につき・・・・・・・・・・・・・・１０,０００円 

   出場料、参加馬料は申込みと同時に納入して下さい。なお、納入済の出場料、馬参加料主催者の都合に

よる場合以外は返還いたしません。また、打合せ会における追加、種目変更はタイムテーブルの関係上

原則としてお受けできません。  

 

 

 

 

 

 



１２．申込期限および申込先         

  (1)申込期限  令和４年５月１６日(月) １７時必着 

    ※ただし、入厩数が７０頭に達した場合は申込を締め切りとさせていただきます。 

  (2)参加料の納入参加料はすべて口座振込とします。下記口座へお振込みください。 

     振込先：百五銀行  菰野支店 普通 NO. 650557 スズカドレッサージュ  

(3)申込方法         

    ＦＡＸもしくは下記の e-mail まで必要書類をご送付ください。 

    必要書類：様式 A１、A2、C（関係者のみ）、D、E,F,G 

    尚、様式 A１には＊内国産＊アマチュアの区別の記入を必ずお願いします。 

◆ＦＡＸ：０５９-３９６－３１６９ 

          ◆e－mail：info@la-chevauchee.co.jp                             

            ◆お申込確認はメール、FAX、電話でご連絡いたします。 

１３． 入厩および退厩         

（1）入厩         

    入厩は６月３日（金）９時～１８時の間とする。時間外になる場合は事前に事務局に申し出ること。 

    入厩と同時に健康手帳を提示し、その後に運動を可能とする。 

（2）退厩         

    退厩は随時とするが、６月６日（日）２０時までに完了すること。大会本部にて登録証、健康手帳を

受領し退厩すること。手帳の受領を忘れた場合は着払いにて郵送します。退厩に際しては馬房ならび

にその周辺を清掃し、馬糞および湿った敷き料は所定の場所に投棄、残った敷き料は馬房の中央に積

み上げること。なお、敷き料は大会本部で準備するが、馬糧の斡旋はいたしません。 

１４． 服装・馬装         

   服装および馬装は日本馬術連盟競技会規程最新版の定めるところによる。 

１５． その他         

（1）大会本部は、６月３日（金）９時より、５日（日）２０時まで事務所棟２Ｆに開設する。 

（2）打ち合わせ会は６月３日（金）１６時より、事務所棟２Ｆ会議室で行う。なお、新型コロナウィルス

感染予防の観点から代表者のみの参加とする。事前に棄権、変更等の届け出がある場合は大会本部に

届け出ること。"         

（3）人馬の事故に対して応急処置はするも、その責は負わない。 

（4）宿泊所については、各自手配を行うこととする。 

（6）新型コロナウィルス感染症の感染予防、感染拡大防止のため、日本馬術連盟及び当連盟制定の 

   コロナウィルス感染症予防対策ガイドラインを遵守のこと。 

   新型コロナウィルス感染症関係の情報については SUZUKA HORSE PARK のホームページにてお知

らせすると共に、エントリー締め切り後の場合は、個別に連絡を差し上げます。  

                     －大会事務局－ 

SUZUKA Dressage 実行委員会 

（乗馬倶楽部ラ・シュボーシェ内） 

                  〒510-1326    

                              三重県三重郡菰野町杉谷２２９４-２ 

             TEL059-396-3121／FAX：059-396-3169 

                 e－mail：info@la-chevauchee.co.jp 

担当者：土方 

   

mailto:info@la-chevauchee.co.jp


 

スズカドレッサージュ 

奨励金、賞品、馬リボン一覧表 

 

 公認 競技番号 種目 １位 ２位 ３位 ４．５.６位 

 〇 第１競技 L1 課目 馬リボン 馬リボン 馬リボン  

  第１競技 A L1 内国産 100.000 円 300.00 円 200.00 円  

  第１競技 B L1 アマチュア リボン、賞品 リボン、賞品 リボン、賞品 賞品 

 〇 第２競技 M1 課目 リボン、賞品 リボン、賞品 リボン、賞品  

 〇 第３競技 S１課目 リボン、賞品 リボン、賞品 リボン、賞品  

 〇 第４競技 ジュニア リボン、賞品 リボン、賞品 リボン、賞品 賞品 

 〇 第５競技 ヤング リボン、賞品 リボン、賞品 リボン、賞品 賞品 

 〇 第６競技 St ジョージ 100.000 円 300.00 円 200.00 円  

 〇 第７競技 インター 馬リボン 馬リボン 馬リボン  

  第８競技 L1 課目 馬リボン 馬リボン 馬リボン 賞品 

  第９競技 M1 課目 馬リボン 馬リボン 馬リボン 賞品 

  第１０競技 A２課目 馬リボン 馬リボン 馬リボン 賞品 

  第１１競技 A３課目 馬リボン 馬リボン 馬リボン 賞品 

 〇 第１２競技 St ジョージ 100.000 円 300.00 円 200.00 円 賞品 

 〇 第１３競技 インター 馬リボン 馬リボン 馬リボン 賞品 

 〇 第１４競技 L２課目 馬リボン 馬リボン 馬リボン  

 〇 第１４競技 A L1 内国産 100.000 円 300.00 円 200.00 円  

 〇 第１４競技 B L1 アマチュア 馬リボン 馬リボン 馬リボン 賞品 

 〇 第１５競技 M2 課目 馬リボン 馬リボン 馬リボン  

 〇 第１６競技 S2 課目 馬リボン 馬リボン 馬リボン  

 〇 第１７競技 ジュニア 馬リボン 馬リボン 馬リボン 賞品 

 〇 第１８競技 ヤング 馬リボン 馬リボン 馬リボン 賞品 

 
〇 第１９競技 

自由演技国

体成年馬場 
馬リボン 馬リボン 馬リボン 

 

 
〇 第２０競技 

自由演技 

インター 
馬リボン 馬リボン 馬リボン 

 

  第２１競技 L1 馬リボン 馬リボン 馬リボン 賞品 

  第２２競技 M1 馬リボン 馬リボン 馬リボン 賞品 

  第２３競技 A2 馬リボン 馬リボン 馬リボン 賞品 

  第２４競技 A3 馬リボン 馬リボン 馬リボン 賞品 

 
〇 第２５競技 

自由演技 

ジュニア 
馬リボン 馬リボン 馬リボン 賞品 

 
〇 第２６競技 

自由演技 

ヤング 
馬リボン 馬リボン 馬リボン 賞品 

 


