
■パート II －非公認
27 日 -----------------------------
第１３競技－Ⅰ　L1 課目非公認
第１４競技－Ⅰ　ESJ－L 課目（予選）
第１５競技－Ⅰ　ESJ－A 課目（予選）
第１６競技－Ⅰ　パラグレードⅡ
第１７競技　　グルームコンテスト

28 日 -----------------------------
第１３競技－Ⅱ　L1 課目非公認
第１４競技－Ⅱ　A3 課目（決勝）、14－Ⅲ　ESJ－L 課目（コンソレーション）
第１５競技－Ⅱ　A2 課目（決勝）、15－Ⅲ　ESJ－A 課目（コンソレーション）
第１６競技－Ⅱ　パラグレードⅡ
第１8 競技　　  自由演技

ESJ 初の主催公認競技会を開催します！！
第 1回 ESJ ホースショーのご案内

「だれでも参加できる、楽しい、ためになる競技会」を目指します。
パラリンピック競技（速歩までの経路）やＡ2 課目のショートバージョン（ＥＳＪ－Ａ課目）
などの簡単な経路から公認競技会のグランプリクラスまで、幅広いレベルの種目を実施。音楽
付き自由演技（キュア）も行います。
また、複数のアングルから同時にビデオ撮影し、審判の目線で人馬がどう見えるのか理解を深
めます。
さらに、ＥＳＪから参加するすべての馬にインストラクターが騎乗して、お手本の経路を回る
ので、競技会経験の少ない馬でも安心して参加できます。
同じ馬で演技するインストラクターのスコアに近ければ商品券が贈られる、など、だれでも賞
品ゲットのチャンスあり！紅葉の美しい小淵沢の競技場で、楽しみながら競技会の雰囲気を味
わってみましょう！！

■公認競技会も開催

グランプリや自由演技（音楽付きフリースタイル）
など、ハイレベルな人馬の演技が見られます。

■どのレベルでも参加できる    速歩までの経路や ESJ－A 課目など、初めて経路を踏む人でも参加できます。

■インストラクターと腕比べ！？馬別チャレンジ

すべてのスクールホースにインストラクターが騎乗して経路を回り
ます。同じ馬でインストラクターのスコアに近い成績を収めれば、
馬具屋さんの商品券がもれなくもらえます！

ジャッジボックスの位置によって演技の見え方は大き
く変わります。ジャッジがなぜその点をつけたのか理
解するために、複数のアングル（C 地点と E 地点など）
から動画を撮影し、DVD でお渡しします。

■複数のジャッジの目線からの動画撮影

■各競技 2 日間でチャンピオンを決める。

種目によって、予選＋決勝または２日間の合計
ポイントで順位が決まります。

■グルームコンテスト　

愛馬をピカピカにして、
コンテストで優勝しよう！

■プロのカメラマンがあなたのベストショットを撮影！！   

競技会後、ネットで注文できます。

■有名馬具店の豪華賞品！　

全国の有名馬具店の商品券が賞品に！

山梨県馬術競技場

■パート I －公認
27 日 -----------------------
グランプリ、インターメディエイトⅠ、セントジョージ賞典、S1 課目、M1 課目、L1 課目
28 日 -----------------------
グランプリ、インターメディエイトⅠ、セントジョージ賞典、S2 課目、M2 課目、L2 課目
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ES
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ESJ ホースショーの特長

競技日程

VS 

Instructor

11 / 27（sat）
11 / 28（sun）



名称 : 第 1 回ＥＳＪホースショー 場所 : 山梨県馬術競技場日時 : 2021 年 11 月 27 日（土）～ 28 日（日）

飯田校 BIM 研受講者、
ESJ 千葉校メンバー、
外部クラブなど

■ESJ 関係者競技参加料
●BIM 研現役受講者（BHC）　88,000 円
●千葉校メンバー　　　　　 88,000 円
●その他の方　　　　　　   132,000 円

■パート I－ 公認
●公認競技エントリー　10,000 円　　
●馬登録料　12,000 円　

　
　

■その他
●競技馬使用料
●傷害保険料  1,100 円
●動画撮影料  3,850 円 /1 種目
　※ジャッジ 2 名のポイントから撮影した
　　2 画面動画、DVD でお渡し。
●写真   実費
　※インターネットで注文。
　　サイズにより料金が変わります。

■パート II－ 非公認  
●自由演技　　　        10,000 円
●L1 課目 - 2 日間　    18,000 円
　　　　  -  1 日のみ　 10,000 円　
●その他の非公認競技 - 2 日間　　16,000 円
　　　　　　　　　 　- 1 日のみ　10,000 円
●馬登録料　12,000 円
●グルームコンテスト　無料

■申込開始
●BHC参加者（第4回 BHC予約の方も可）、
　及び千葉校メンバー先行受付
   10 月１日～

●ＢIM 研受講者およびその他の方
    10 月５日～

■締切　
   10 月 25 日（月）

●第 13 競技、第 16 競技は 2 日間の合計で順位を決める。
●第 14 競技、第 15 競技は 1 日目の予選で 60％以上の人馬が
　決勝へ、60％未満の人馬がコンソレーション競技に進む。
　2 日目の成績で順位を決める。
●第 17 競技は審判員の審査により順位を決める。

●パート I は 3 位までリボン
●第 13 競技～ 16 競技、第18 競技は
   1 位 2 万円、2 位 1 万円、3 位 5 千円の商品券
●コンソレーション競技は 1 位 5 千円、2 位 3 千円、3 位 2 千円
●グルームコンテスト：エクイネット協賛

■馬別チャレンジ　インストラクターのデモ走行の得点率に対し、以下のルールで賞品を与える。

●馬別チャレンジは全競技対象です。　●同じ馬であること　●マイナス 10％以内の得点率→2 千円の商品券。　
●マイナス 3％以内の得点率→5 千円の商品券。　●インストラクターを超えた場合→2 万円の商品券。

ESJ 主催の競技会ということで、みなさんに競技のお手伝いをお願いしたいと思います。
●救護（２～３名）: 医療関係者にお願いします。医師の方は参加費から 11,000 円を、看護師の方は 8,800 円を参加費から割引いたします。
●セクレタリー（４～６名）: ジャッジボックスでジャッジペーパーを記入する係です。参加費から 5,500 円を割引いたします。
その他、お手伝いをご希望の方はお申し出ください。

■期間

■料金

■時間

■内容

詳細要項は１０月１日発表予定！

競技会前はレッスンが多くなることが予想されますので、ご予約はお早めにお願いします。

競技会の為の特別練習を行います。インストラクターのマンツーマンアドバイス付き。ぜひご参加ください。

飯田校 １０月２０日（水）～ １１月２３日（火・祝）　  千葉校  １０月６日（水）～ １１月２３日（火・祝）

通常マンツーマンレッスンの料金（指名料、競技馬使用料別途）

４５分間

●ウォーミングアップ
●経路実習（受講者のスマホ等でインストラクターが撮影し、コメントを吹き込みます）
●アドバイスタイム（インストラクターと動画を一緒に見て、注意点などをアドバイスしてもらいます。）

競技関係の
お手伝い
募集！

賞品

特別経路練習レッスン

参加費 募集対象

申し込み開始と締切

競技ルール

ESJ 部内ルール

※馬登録料は自馬・リース馬以外不要です。
※馬別チャレンジは全競技対象です。 


