杉谷馬事公苑馬術大会 ＯＳＡＫＡ ＧＲＡＮＤ ＰＲＩＸ 第48回ファイナル大会 CSI1* -W OSAKA Ⅱ (★★★★)
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2022年10月20日（木）～10月23日（日）
杉谷馬事公苑
㈱シーダーバレー 杉谷乗馬クラブ
公益社団法人 日本馬術連盟

１．競技日程及び実施基準
日程 公認
種
フレンドシップ【PartⅠ】

10/20

（木）

フレンドシップ【PartⅡ】

目

後援予定： 和泉市
大阪府馬術連盟
公益社団法人全国乗馬倶楽部振興協会
近畿地区乗馬団体協議会

基

第1競技
中障害飛越《D》
（杉谷馬事公苑杯）
10
第2競技
中障害飛越《C》
☆Ｊ
月
（和歌山県馬術連盟 会長 樫畑直尚杯）
21
第3競技
中障害飛越《B》
☆Ｙ
日
（杉谷馬事公苑杯）
（金）
第4競技
大障害飛越《B》ｽﾋﾟｰﾄﾞ&ﾊﾝﾃﾞｨﾈｽ
☆
（カバロ杯）
第5競技
中障害飛越《A》
☆
（和泉市長杯）
第6競技
中障害飛越《D》
☆Ｃ
（ブティック セリザワ杯）
10
第7競技
グランプリアマゾネス 婦人障害飛越
月
（エルメス杯）
22
第8競技
中障害飛越《B》チャンピオンシップ
☆Ｙ
日
（アート引越センター杯）
（土）
第9競技 大障害飛越《B》 CSI1*-W OSAKAⅡ
☆
（WHY CUP）
第10競技
中障害飛越《C》
☆Ｊ
（近畿地区乗馬倶楽部振興会 会長杯）
第11競技 中障害飛越《D》チャンピオンシップ
☆Ｃ
10
（CROWNSTAR CUP）
月
第12競技 中障害飛越《C》チャンピオンシップ
☆Ｊ
23
（FRANCK MULLER CUP）
日
第13競技 OSAKA GRAND PRIX
☆
（日）
（タケダ杯）
第14競技 中障害飛越《B》
☆Ｙ
（近畿地区乗馬団体協議会 会長 千玄室杯）
※☆印の競技は、全日本障害出場ポイント対象競技及び
Ｃ（チルドレン）・Ｊ（ジュニア）・Ｙ（ヤング）は全日本ジュニア障害ポイント対象となります。
※☆印の競技は、公認競技となります。
※日程・競技実施順・基準は変更になる場合があります。
※中Ｂ以上の各クラスで水濠障害を大会期間中１回以上使用する場合がある。
※2.1で実施する競技についてはジャンプオフを実施しない。
☆Ｃ

準

基準A 238条2.1
(H100以内・W120以内） 障害数８以内
基準A 238条2.1
(H120以内・W140以内） 障害数８以内
基準A238条2.1 グレード：中障害D
(H110以内・W130以内） 障害数13以内
基準A238条2.1 グレード：中障害C
(H120以内・W140以内） 障害数13以内
基準A238条2.1 グレード：中障害B
（H130以内・W150以内） 障害数13以内
基準C239条263 グレード：大障害B
（H145以内・W170以内） 障害数13以内
基準A238条2.1 グレード：中障害A
（H140以内・W160以内） 障害数13以内
基準A238条2.1 グレード：中障害D
(H110以内・W130以内） 障害数13以内
基準A238条2.2 グレード：中障害D
（H110以内・W130以内） 障害数13以内
基準A238条2.2 グレード：中障害B
（H130以内・W150以内） 障害数13以内
基準A238条2.2 グレード：大障害B
（H150以内・W170以内） 障害数13以内
基準A238条2.1 グレード：中障害C
(H120以内・W140以内） 障害数13以内
基準A238条2.2 グレード：中障害D
(H110以内・W130以内）
障害数13以内
基準A238条2.2 グレード：中障害C
(H120以内・W140以内）
障害数13以内
基準A238条2.2 グレード：中障害A
（H140以内・W160以内） 障害数13以内
基準A238条2.2 グレード：中障害B
（H130以内・W150以内） 障害数13以内

２． 参加資格
① ポイント対象競技に出場する選手は、申込みの時点で日本馬術連盟の登録が完了し
騎乗者資格B級以上の取得者であること。

②
③
④
⑤

ポイント対象競技に出場する馬匹は、申込みの時点で日本馬術連盟の登録が完了していること。
ポイント対象競技に出場する馬匹は、いずれかのグレードに申請されていること。
参加選手は何らかの傷害保険に加入していること。
参加選手は、必ず健康保険証もしくはそのコピーを持参し身につけていること。

３． 競技参加条件
① 同一種目には、1馬1回限りとする。但しフレンドシップ競技・第7競技 婦人障害飛越に
関しては、騎手が乗り変われば二回迄認める。
② 第7競技ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘｱﾏｿﾞﾈｽ出場選手は、女性騎手に限る。
③ 第7競技ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘｱﾏｿﾞﾈｽ出場選手は、中障害飛越《Ｂ》・中障害飛越《A》・
OSAKA GRAND PRIX・大障害飛越に申し込むことができない。
４． 競技会規程
① 日本馬術連盟競技会関連規程最新版を準用する。
② 全日本障害馬術大会出場資格取得に関する公認競技会規程（最新版）に準拠する。
但し、CSI1*-Wに関しては、FEI障害馬術規程 （最新版）によるものとする。
尚、フレンドシップ競技及び第7競技についてはローカル規程とする。
（3反抗失権）
５．フレンドシップについて
① 服装は正装でなくてもよいが、見苦しくない服装で防護帽及び長靴は必ず装着のこと。
② 出場順は前日までに発表する。
６． 褒 賞
① 入賞人馬に対し表彰する。
② 入賞馬に対し、別表の飼育奨励金を贈る。
③ 入賞は6位までとする。(但し、第8競技及び第11競技～第13競技は10位までとする）
④ 第11競技中障害（D)チャンピオンシップの表彰及び賞品授与対象は、申し込みの時点で
中障害Dのグレード登録馬匹とする。
※尚、成績は全選手の成績を掲示いたします。
⑤ 第12競技中障害（C)チャンピオンシップの表彰及び賞品授与対象は、申し込みの時点で
中障害C以下のグレード登録馬匹とする。
※尚、成績は全選手の成績を掲示いたします。
⑥ 各競技10位までの選手にリーディングポイント（別表）を与え、第１４競技終了後に最多ポイント獲得者
をリーディングライダーとして表彰し、1位～3位に対し別表の奨励金を与え表彰する。
リーディングライダー点数配分表
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
10点
9点
8点
7点
6点
5点
4点
3点
2点
1点
７．入退厩について
① 入厩期日
② 退厩期日

10月19日（水）～10月20日（木） 8：00～17:00
競技終了後速やかに行うこと。

8． 打ち合せ会
① 新型コロナウィルス感染防止の観点から、打合せ会は行いません。
② 打合せ会資料等のお知らせする内容は、各団体に配布致しますので、必ずご確認ください。
※大会本部前に各団体の引き出しをご用意いたします。各団体への書類は引き出し内を
ご確認ください。

9．表彰式について
表彰式には正装で参加し、正当な理由なく表彰式に参加しないものは入賞の
資格を失う場合がある。
但し、本人が表彰式に出席できない場合、代理人が必ず出席すること。
10． 申込み及び締め切り
① エントリー集計表・参加種目申込書・参加馬及び選手登録申込書・誓約書に記入し提出すること。
※CSI1*-Wに参加の場合、CSI1*-W登録申込書に記入すること。
※誓約書の提出がない場合、エントリーをお断りする場合もございます。
② 新型コロナウイルス感染防止の為、ホースマネージャールームはご利用いただけません。
③ 申込み先
〒594－0032
大阪府和泉市池田下町2547杉谷乗馬クラブ内
杉谷馬事公苑馬術大会 OSAKA GRAND PRIX
第48回ファイナル大会 CSI1*-W OSAKA Ⅱ 実行委員会
TEL 0725-56-2020 FAX 0725-56-4770
メール s.r.c@crux.ocn.ne.jp
※入金確認をもって、受付完了といたします。
※当クラブホームページより申込用紙をダウンロードできます。（イベント詳細）

http://www.sugitanirc.com
④ 締め切り

13．ＣＳＩ1*－Ｗの参加について
① 出場選手及び馬匹はFEI登録が完了していること。
② 第9競技 大障害飛越《B》ＣＳＩ1*－Ｗの出場は、大障害飛越《B》のみの参加は不可とする。
③ 複数の馬匹で出場する選手は、ＣＳＩ1*－Ｗポイント対象馬を１頭宣言しなければならない。
④ 参加選手は18歳以上とする。
⑤ 出場順はインスペクション終了後に抽選のうえ決定する。なお、複数騎乗する選手は
ＣＳＩ1*－Ｗポイント対象馬匹を先に出場させること。
⑥ インスペクションは10月21日（金）室内馬場にて実施予定。
⑦ 第9競技 大障害飛越《B》ＣＳＩ1*－Ｗの出場馬を対象にドーピング検査を行う。
⑧ パスポート・健康手帳は10月20日（木）16：30までに大会本部までお持ちください。
⑨ 大障害飛越競技《B》CSI1*-Wの追加に関しては、10月20日（木）16：30までとする。
14．エレガント賞について
(1) エルメス杯とは別に1人馬表彰
(2) 対象競技：第7競技 グランプリアマゾネス
(3) 選考基準 ① 馬 ：馬体の手入れ・たてがみの編み方など
馬具の手入れ・行儀・気品
② 選手：服装（競技に差し障りない範囲で自由）
※但し、3点固定式防護帽は必ず着用のこと
③ 走行：姿勢・ペース・バランス

2022年9月4日(日）必着
※メール及びＦＡＸのお申し込み受付は、受信時間を〆切日の17時までとさせて頂きます。
※ エントリーが多数となった場合、2022年スプリング大会にお申込みされた団体を優先的
に受付致します。また締め切り前に受け入れ頭数を超えた場合、締め切りを早める
場合もございます。尚、フレンドシップのみのエントリー申し込みは受付いたしません。
11． 参加料について
① 参加馬登録料
１頭
1頭 １０，０００円
※エントリー受付終了後に登録馬を変更した場合は、別途登録料を頂きます。
フレンドシップ競技 １鞍 ８，０００円
②出 場 料
第7競技 １鞍 １２，０００円
第9.13競技 １鞍 ２０，０００円
その他の競技 １鞍 １５，０００円
参加料納付先
三井住友銀行 和泉支店 普通 １５２４１８２ 株式会社 シーダーバレー
※ 一度納入した参加料は競技に出場しない場合でも返却はしない。ただし、主催者側の
都合により競技を取りやめた場合は、この限りではない。
12. 変更料について
① 選手変更1件につき
２，０００円
② 馬名変更1件につき
２，０００円
③ 種目変更1件につき
２，０００円
※フレンドシップ競技の変更料はかかりません。
※種目変更の場合は、出場料の差額を頂きます。（差額の返金は致しません）
※2か所以上の変更は追加となります。（団体名の修正はその限りではない）
④ 追加エントリー料 １件につき 各出場料＋２，０００円
⑤ 追加・変更は指定の申込書で申請すること。料金は後日請求書を送付致します。

15． その他
① 参加馬は、法定による検査を実施済みの事。
又、インフルエンザ予防接種を完了し健康手帳を携行する事。
（馬匹の健康手帳は金曜日の午前中までに大会本部に提出する）
② 万一、人馬の事故が発生した場合、応急処置はするが大会実行委員会及び
主催者はその責を負わない。
③ 参加選手が満20歳未満の場合、大会参加申込として申込書を提出した時点で保護者
の同意を得ていること。
④ 仮厩舎にはチップを支給する。寝藁の使用は禁止する。
⑤ 馬糧は各自が持参し、退厩の際は全て持ち帰ること。
⑥ 厩舎及びその周辺地区は各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。
⑦ 清掃は各団体で協力して行い、ゴミは各団体で持ち帰ること。
⑧ 当クラブが定める事項及び注意事項を厳守すること。
⑨ ３点固定式防護帽を必ず着用すること。(練習場も含む）
一般者及び馬運車の駐車は、大会実行委員会の指示に従うこと。
⑩ 厩舎地区での喫煙及び暖房器具などの火気は厳禁とする。
⑪ 追加・変更については、各前日16：30までの受付とする。
＊16：30を過ぎてからの追加・変更は、一切受け付け致しません。
⑫ 大会参加申込として申込書を提出した時点で、大会主催者が発行する媒体及び
運営するサイト等に選手名・馬名・所属団体名及び写真・動画を掲載することの承諾を
得たものとする。

17.近隣の宿泊先案内

16.飼育奨励金一覧表
賞金総額
種目

日程

第1競技 中障害《Ｄ》
（杉谷馬事公苑杯）

10 第2競技 中障害《C》
月

２位

３位

４位

７位

８位

９位

１０位

30,000

30,000

20,000

20,000

15,000

15,000

10,000

10,000

4,510,000
５位

10,000

10,000

６位

10,000

10,000

（和歌山県馬術連盟 会長 樫畑直尚杯）

21 第3競技 中障害《B》
日

１位

（杉谷馬事公苑杯）

（金） 第4競技 大障害《B》S&H

（カバロ杯）
第5競技 中障害《A》
（和泉市長杯）
第6競技 中障害《D》
（ブティック セリザワ杯）

30,000

20,000

15,000

10,000

10,000

10,000

30,000

20,000

15,000

10,000

10,000

10,000

30,000

20,000

15,000

10,000

10,000

10,000

30,000

20,000

15,000

10,000

10,000

10,000

10 第7競技 ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘｱﾏｿﾞﾈｽ 婦人障害
月 （エルメス杯）
22 第8競技 中障害《B》ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ
日

（アート引越センター杯）

（土） 第9競技 大障害《B》CSI1*-W OSAKAⅡ

（WHY CUP）
第10競技 中障害《C》
第11競技 中障害《D》ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ
（CROWNSTAR CUP）

300,000

150,000

100,000

50,000

30,000

20,000

300,000

150,000

100,000

50,000

30,000

20,000

30,000

20,000

15,000

10,000

10,000

10,000

30,000

20,000

15,000

10,000

10,000

10,000

（タケダ杯）
第14競技 中障害《B》

泉大津市なぎさ町5-1

0725-20-1111

☆シティーホテルサンプラザ

堺市竜神橋町1-1-20

0722-22-6633

☆株式会社 青雲荘

堺市堺区出島海岸通2-4-14

0722-41-4545

ホテル ルートイン大阪和泉

和泉市あゆみ野４丁目3

0725-40-1050

ﾎﾃﾙアゴーラ リージェンシー堺

堺市堺区戒島町4-45-1

0722-24-1121

みまつ旅館

和泉市伯太町2-31-28

0725-41-5171

※宿泊の申込みは各自直接されるようお願い致します。
※☆のホテルをご予約の際は馬術大会関係者と申し出れば割引制度あり。
18.入厩条件
※当公苑の施設に入厩する馬匹は、下記の条件を満たしてください。
【１】 衛生条件
（１）繋養場所の全頭に対し、軽種馬防疫協会が推奨するワクチンプログラム

入厩は許可しない。
（３）競技場入厩の１週間前から極力馬の移動を控え、入厩直前に発熱、咳や鼻水など
の臨床症状がないことを確認すること。
【２】 入厩条件
① 下記の事項が記載された馬の健康手帳を携行すること。
馬インフルエンザの予防接種を以下の要領で実施し、その接種の証明があること。
・ 基礎接種として初回ワクチン接種を実施してから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ヵ月以内に最初の補強接種
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。

500,000

300,000

150,000

20,000

15,000

10,000

10,000

30,000

20,000

15,000

10,000

100,000

70,000

30,000

（近畿地区乗馬団体協議会 会長 千玄室杯）

リーディングライダー

☆ホテルサンルート関空

・ 競技場に入厩する６ｶ月＋２１日以内に補強接種（または基礎接種の２回目）

（FRANCK MULLER CUP）

日 第13競技 OSAKA GRAND PRIX 1,000,000
（日）

0725-20-1121

（２）入厩前の滞在場所に馬インフルエンザ感染馬がいる場合は、当該施設からの

月 第12競技 中障害《C》ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ
23
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に則ったワクチン接種が行われていること。

（近畿地区乗馬倶楽部振興会 会長杯）

10

☆ﾎﾃﾙﾚｲｸｱﾙｽﾀｰｱﾙｻﾞ泉大津

100,000

50,000

を受けていなければならない。
② 馬インフルエンザが疑われる馬匹は入厩できない。出発前１週間の臨床症状をよく観察し、

10,000

10,000

馬インフルエンザを疑う症状がある場合は、獣医師に検査を依頼すること。
③ 馬輸送用馬運車は、積み込み前にその内部をパコマあるいは逆性石鹸等で消毒すること。
④ 入厩予定日において、輸入検疫後の着地検査中（３ヵ月）の馬匹は入厩できない。

