


SEN  Genshitsu

千 玄室
会長
日 本 馬 術 連 盟

　ここ東京で開催されるオリンピックを観ることは、私の長年の夢でした。

1年遅れで厳しい条件下での開催となりましたが、長年にわたって今大会

を目標に活動し努力を続けてこられた選手の皆様が、その成果を発揮

すべく、この馬事公苑のステージに立てたことについて、お慶びとお祝いを

申します。日本馬術連盟の会長として、また、茶道裏千家の前家元として、

日本文化を代表し、日本に世界中から選手と馬をお迎えできたことを心か

ら嬉しく思っております。参加するすべての方々が持てる力を出し切り、

少しでも日本の心を感じてくだされば幸甚です。

　ご健闘をお祈りしております。

公益社団法人日本馬術連盟 会長　千 玄室
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障害馬術
J U M P I N G

　リオデジャネイロオリンピックの後、東京オリンピックに照準を当てた

強化策として、若い才能のある馬を購入してオリンピックに向けて育成

していく計画を立てました。その方針のもと、日本中央競馬会の支援を

いただいて馬を所有し、ドイツのポール・ショッケメーレ厩舎を強化拠点

として活動を行なってきました。幸いなことに、東京オリンピックを目指

して多くの障害馬術選手が欧米を拠点に積極的に国際競技に出場して

くれたことで、オリンピックに向けた活動が活発になりました。

　そのような中、1年半にわたる選考期間を経て代表人馬を決定いたし

ました。1年延期によりプランの大幅な変更を余儀なくされ、選手は本当

に苦労したと思いますが、ネーションズカップ（国別対抗戦）をはじめ

とする様 な々大会で経験を積み、技術を磨いてきた選手たちが、東京で

その力を存分に発揮してくれることを期待しております。HIGASHIRA Hirokazu
東良 弘一
障害馬術 監督
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ドイツ

8歳の時に叔父、林忠義氏が経営する乗馬クラブで馬に乗り始め、3年後の2000年にその叔父が

シドニーオリンピックに出場、現地で観戦したことでオリンピックを強く意識するようになった。

2014年にドイツに拠点を移し、リオデジャネイロオリンピックでは補欠として会場入りしたが、

出場することはなかった。今回、2 度目のチャレンジでオリンピック出場を掴みとった齋藤は、

今も進化し続けている。

BIOGRAPHY

活動拠点

所属

乗馬歴

出身

誕生日 / 年齢

主な成績

障害馬術

2018 トライオン世界馬術選手権大会 89位

2016 リオデジャネイロオリンピック 補欠

北総乗馬クラブ

千葉県香取市

1989年9月16日 31歳

24年

SAITO Koki
齋藤 功貴 チレンスキーJRA

牡・12歳・オルデンブルガー・芦毛 セン馬・13歳・ザンガーシャイド・鹿毛

カタール3
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実家がお寺で、オリンピックを目指していた僧侶である父のもと、8 歳で馬に乗り始めた。

2004 年、高校卒業と同時に単身ベルギーに拠点を移し、2 年後にアーヘン世界馬術選手権大会

に出場すると、北京オリンピック、ケンタッキー世界馬術選手権大会と2年ごとの世界大会に連

続して参加した。その後、馬術から離れて帰国したが、2019 年にドイツに渡って活動を再開し、

2 度目のオリンピック出場を決めた。

BIOGRAPHY

活動拠点

所属

乗馬歴

出身

誕生日 / 年齢

障害馬術

主な成績

2008 北京オリンピック 47 位

2006 アーヘン世界馬術選手権大会 103位

ドイツ

長野県小川村

1986年1月8日 35歳

27年

Paul Schockemoehle Pferdehaltung GmbH

サフィアデラックJRA

セン馬・15歳・セルフランセ・芦毛　 セン馬・14歳・オルデンブルガー・鹿毛

チャカーノJRA

2010 ケンタッキー世界馬術選手権大会 101位

SATO  E i k e n
佐藤 英賢
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実家の乗馬クラブで 10 歳から馬術を始め、高校 2 年生で全日本障害飛越選手権優勝。この時の

最年少記録はいまだ破られていない。明治大学馬術部、日本中央競馬会勤務を経て、2013 年に

実家の乗馬クラブに自身のチーム 《STAR HORSES》 を立ち上げた。リオデジャネイロオリン

ピックでは納得のいく結果を出せなかったが、それから5年、自国開催の東京ではパワーアップした

姿を見せる。

BIOGRAPHY

活動拠点

所属

乗馬歴

出身

誕生日 / 年齢

障害馬術

主な成績

セン馬・13歳・オルデンブルガー・栃栗毛

ドイツ

2016 リオデジャネイロオリンピック 個人失権／団体13位

2018 トライオン世界馬術選手権大会 96位

2018 ジャカルタアジア大会 26位／団体銀

2006 ドーハアジア大会 13 位

STAR HORSES

千葉県佐倉市

1977年9月20日 43歳

33年

2010 ケンタッキー世界馬術選手権大会 24位

FUKUSHIMA Daisuke
福島 大輔 チャニオン JRA
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今回の日本馬術選手団の最年少で乗馬歴はわずか8年の川合。50年以上馬術を続けている父の勧めで

15歳の時に本格的に馬術を始め、18歳の時、父にある日突然「世界一のトレーナーの元で練習して

東京オリンピックで金メダルを取れ」と言われオランダへ。その当時120cm程度の障害を飛んでいた

川合だったが、今は160cmクラスの国際競技が彼の主戦場。急上昇中の若手選手だ。

BIOGRAPHY

活動拠点

所属

乗馬歴

出身

誕生日 / 年齢

障害馬術

主な成績

セン馬・11 歳・セルフランセ・栗毛

杉谷乗馬クラブ

2019 CSI4*-W Riyadh（サウジアラビア）
　　   2 回走行競技  1 位

オリンピック・世界馬術選手権大会
アジア大会は出場経験なし

オランダ

大阪府堺市

1998年6月18日 23歳

リザーブ

8年

KAWAI Mike
川合 正育 アズデメイ
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馬場馬術
D R E S S A G E

　新型コロナウイルスおよび今年 2月から4月にかけてヨーロッパ

で発生した馬ヘルペスの影響で、代表選考の時期や基準を複数回

変更せざるを得ませんでした。選考対象期間が 4 月から 6 月までの

2ヵ月間という厳しいスケジュールとなりましたが、その中で積極的に

競技会に参加し、結果を出した人馬が代表に選考されています。

　代表3選手とリザーブ1選手はいずれもヨーロッパを拠点に国際競

技会で経験を積んでおり、騎乗馬とのコンビネーションも深まってきて

います。それぞれの人馬がベストの状態でオリンピックに臨み、応援し

てくださる皆様に人と馬とが奏でるハーモニーを楽しんでいただけること

を願っております。

FURUOKA Minako
古岡 美奈子
馬場馬術 監督
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8 歳で初めて馬に乗ってから、明治大学馬術部を経て日本中央競馬会に入会。乗馬普及と指導の

仕事をしながら馬場馬術選手として多くの競技に出場してきた。北京オリンピックを目指して

ドイツを拠点に活動していたが、代表になれず帰国。東京オリンピックを目指して 2018 年から

再びドイツを拠点に活動し、ようやくオリンピック出場の夢を叶えた。ウラカンと自分のベスト

パフォーマンスを目指す。

BIOGRAPHY

活動拠点

所属

乗馬歴

出身

誕生日 / 年齢

主な成績

北原 広之 ウラカン
KITAHARA Hiroyuki セン馬・13歳・デニッシュウォームブラッド・黒鹿毛　

2010 ケンタッキー世界馬術選手権大会 62位

2004-2006 全日本馬場馬術選手権3連覇

2002 釜山アジア大会 個人 4位／団体銀

ドイツ

日本中央競馬会

東京都世田谷区

1971年9月13日 49歳

41年

馬場馬術
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5 歳で乗馬を始め、京都産業大学馬術部を経て 2007 年に日本中央競馬会に入会。翌年、内国産

馬場馬術選手権で優勝し、馬場馬術がメインになる。2014 年からオランダに拠点を移して東京

オリンピックに向けてトレーニングをしながら活動を続け、2019年にルードウィッヒと出会った。

東京オリンピックではベストパフォーマンスを披露することが目標で、日本の皆さんに馬場馬術

の魅力を知ってほしいと願っている。

BIOGRAPHY

活動拠点

所属

乗馬歴

出身

誕生日 / 年齢

主な成績

日本中央競馬会

2018 トライオン世界馬術選手権大会 63位

2018 ジャカルタアジア大会 団体金

2014 仁川アジア大会 個人5位／団体銀

オランダ

京都府京都市

1985年2月20日 36 歳

31年

牡・15歳・オルデンブルガー・栗毛　 セン馬・15歳・ハノーバー・栗毛

佐渡 一毅
SADO  K a z u k i

馬場馬術

ルードウィッヒ バローロJRA
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小学 5 年生から馬術に専念。当初は障害馬術をしており、馬場馬術は苦手だった。明治大学馬術

部時代の馬場馬術の全日本ヤングライダー選手権優勝をきっかけに、馬場馬術にやや目覚め、徐々

に馬場馬術選手になっていった。2015年、リオデジャネイロオリンピックの地域予選で団体枠

獲得に貢献するも、オリンピック代表を逃す。東京オリンピックに向けて、日本とドイツを行き来

しながら活動し、ついに代表の座を獲得した。

BIOGRAPHY

活動拠点

所属

乗馬歴

出身

誕生日 / 年齢

主な成績

スコラリ 4
セン馬・16歳・ハノーバー・鹿毛

2014 仁川アジア大会 個人16位／団体銀

2014 全日本馬場馬術選手権　優勝

2016 全日本馬場馬術選手権　優勝

2018 トライオン世界馬術選手権大会 46位

2018 全日本馬場馬術選手権　優勝

2010 広州アジア大会 個人5位／団体4位

ドイツ

アイリッシュアラン乗馬学校

北海道札幌市

1985年1月25日 36歳

33年

林 伸伍
HAYASHI Shingo

馬場馬術
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8 歳で本格的に乗馬を始め、明治大学馬術部で活動。卒業後はドイツに馬術留学した。2006年に

初めて日本代表として出場したドーハアジア大会で団体銅メダルを獲得。2010年に地元で伊香保

バーデンファームを設立した。2016 年にはリオデジャネイロオリンピックに出場するも、馬との

コミュニケーションがとれず悔しい思いをした。新型コロナウイルスの影響で、ドイツでトレーニング

する時間が十分にとれなかったが、馬とのコンビネーションは深まっている。

BIOGRAPHY

活動拠点

所属

乗馬歴

出身

誕生日 / 年齢

馬場馬術

主な成績

ユニテクノ株式会社

2018 ジャカルタアジア大会 個人9位／団体金

2018 トライオン世界馬術選手権大会 52位

2016 リオデジャネイロオリンピック 58位

2006 ドーハアジア大会 個人5位／団体銅

ドイツ

群馬県渋川市

1982年1月18日 39歳

31年

セン馬・18 歳・ラインランダー・鹿毛

リザーブ

TAKAHASHI Masanao
高橋 正直 ルビコンユニテクノ
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総合馬術
E V E N T I N G

　東京オリンピックの開催が決まったのが 2013 年。それから8 年を

かけて強化を進めてきました。リオデジャネイロオリンピックの翌年からは

日本中央競馬会の支援をいただいて日本馬術連盟が馬を購入し、

ヨーロッパを拠点にしている選手に貸与することで、彼らの活動の幅が

広がり多くの経験を積むことができました。母国日本で開催される

オリンピックに、過去最高のチームを組んで参加できることをとても

嬉しく、ありがたく思っています。

　世界レベルの総合馬術が日本で行われることはおそらくオリンピック

の他にはありません。無観客開催は残念ですが、多くの日本の方 に々

総合馬術の魅力を感じていただき、日本代表人馬を応援していただける

ことを願っています。HOSONO Shigeyuki
細野 茂之
総合馬術 監督
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大岩 義明
O IWA  Y o s h i a k i

2018トライオン世界馬術選手権大会 20位／団体4位

2018 ジャカルタアジア大会 個人金／団体金　

2016 リオデジャネイロオリンピック 20位

2012 ロンドンオリンピック 失権

2010 ケンタッキー世界馬術選手権大会 38位

2010 広州アジア大会 個人銅／団体金　

2008 北京オリンピック 49位

2006 アーヘン世界馬術選手権大会 18位

2006 ドーハアジア大会 個人金／団体銀　

ドイツ

株式会社 nittoh

愛知県名古屋市

1976年7月19日 45歳

小学6年生から大学まで馬術を続け、卒業後はいったん馬から離れたが、シドニーオリンピックを

テレビで観て一念発起、2001年にヨーロッパに渡る。2008年の北京から4大会連続してオリンピッ

ク出場。2018年アジア大会では個人／団体で金。日本の総合馬術を牽引する頼れるキャプテン。

東京で、応援してくれている日本の皆さんに総合馬術の魅力を伝えること、団体金メダルを獲得

することを目標に挑む。

BIOGRAPHY

33年

牝・13歳・アイリッシュスポーツホース・鹿毛　 セン馬・14歳・ホルシュタイナー・鹿毛

タリヨランクルーズJRA キャレ

活動拠点

所属

乗馬歴

出身

誕生日 / 年齢

総合馬術 EVENTING

主な成績

18
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田中 利幸
TANAKA Toshiyuki

中学 3 年生で初めて馬に乗り、大学卒業後に乗馬クラブクレインに就職。23歳で総合馬術を始

めると、3 年後の 2011 年には全日本選手権に出場し、その直後にイギリスに拠点を移した。

翌年3月に国際競技デビューすると、5月にはロンドンオリンピックの出場最低基準をクリアして、

あっという間にオリンピックデビュー、3日間を完走した。その後、怪我もあったが活動を続け、

今回 2 度目のオリンピック出場を果たした。

BIOGRAPHY

タルマダルー スワイパー JRA

活動拠点

所属

乗馬歴

出身

誕生日 / 年齢

総合馬術

主な成績

イギリス

乗馬クラブクレイン

福岡県福岡市

1985年2月2日 36歳

21年

2014 仁川アジア大会 個人 5 位／団体銀

2012 ロンドンオリンピック 48 位

2018トライオン世界馬術選手権大会 15位／団体4位

セン馬・14歳・セルフランセ・鹿毛 セン馬・12歳・ウォームブラッド×サラブレッド・鹿毛
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戸本 一真
TOMOTO Kazuma

障害馬術選手として活動してきたが、2015 年に東京オリンピック総合馬術代表を目指して総合

馬術選手に転向した。

（2015 年 9 月２4 日の Facebook から）

「いよいよ旅立ちです！　たった今から、総合馬術の選手としてイギリスへ旅立ちます！　行き先は、

あくまで東京。イギリス経由で、5 年後の最終目的地を目指します。今は、どこまでできるのか

不安しかありませんが、岩にかじりついてでも……いや……固定障害にかじりついてでも、食ら

いついていきます!!」

6 年後の今、最終目的地に彼は立っている。Tokyo へようこそ！

BIOGRAPHY

ユートピア

活動拠点

所属

乗馬歴

出身

誕生日 / 年齢

総合馬術

主な成績

イギリス

日本中央競馬会

岐阜県本巣市

1983年6月5日 38歳

30年

2018トライオン世界馬術選手権大会 23位／団体4位

ヴィンシーJRA

セン馬・12歳・セルフランセ・鹿毛 セン馬・15歳・KWPN・鹿毛
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小学 5年生の冬に乗馬を始めて、高校、大学と馬術を続け、乗馬クラブクレインに就職。2011年に

本格的に総合馬術を始め、2015年には総合馬術の本場イギリスに拠点を移した。リオデジャネイロ

オリンピックではクロスカントリーを完走するも、馬が肢に擦り傷をつくってしまい、最終日は棄権。

3年前にはアジア大会金メダル、世界選手権団体4位を経験。挫折しては立ち上がる……を繰り返し

ながら活動を続けてきた。

BIOGRAPHY

活動拠点

所属

乗馬歴

出身

誕生日 / 年齢

総合馬術

主な成績

イギリス

乗馬クラブクレイン

2018 ジャカルタアジア大会 個人4位／団体金

2014 仁川アジア大会 個人6位／団体銀

兵庫県神戸市

1985年10月23日 35歳

25年

棄権（クロスカントリー後）
2016 リオデジャネイロオリンピック  

2018トライオン世界馬術選手権大会 59位／団体4位

フェローザニューモード

セン馬・11歳・KWPN・鹿毛 牝・14歳・KWPN・鹿毛

セカティンカ JRA
リザーブ

TAKAHASHI Masanao
北島 隆三
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障害馬術
J U M P I N G

障害馬術競技は、競技アリーナに設置された様々な色や形の障害物を、決められた順番通りに飛越、

走行するもので、障害物の落下や不従順などのミスなく、早くゴールすることが求められます。

障害物の大きさは、オリンピックなどのトップレベルの大会では、高さは165cm、幅（奥行き）は

200cmを超えるものもあり、選手の技術と馬の能力、さらにそのコンビネーションが揃ってこそ

迫力と華麗さを兼ね備えた走行や飛越をみせることができるのです。

障害物の落下

不従順（拒止・逃避など）

規定タイム超過

1回につき減点 4

１回目は減点４、２回目は失権

４秒超過ごとに減点 1

落馬・馬の転倒

経路違反

失権

失権

※失権：その時点で競技を終了しなければならないこと

主な減点の対象

障害馬術とは
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個人予選：75 人馬が出場。

個人決勝：予選の上位 30 人馬が進出。予選の結果はカウントせず、決勝競技の結果によって最終順位が決定。

団体予選：20 チーム（1 チーム 3 人馬）が出場。3 人馬の減点合計（少ないほうが上位）をカウント。

団体決勝：予選の上位 10 チームが進出。3 人馬の減点合計により最終順位が決定。

8月7日（土）

8月 6日（金）

8月4日（水）

8 月 3日（火）

団体決勝

団体予選

個人決勝

個人予選

個人 15人馬

団体 20ヵ国（各国3人馬×20＝60人馬）
75 人馬

競技スケジュール

出場数

決勝への道
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馬場馬術
D R E S S A G E

20m×60mの長方形の競技アリーナ内で行う演技の正確さや美しさを競う競技で、《常歩（なみあし）》

《速歩（はやあし）》  《駈歩（かけあし）》という 3 種類の歩き方を基本に、様々なステップを踏んだり、

図形を描いたりするものです。演技内容がすべて決められている規定演技と、決められた運動（エレ

メンツ）を取り入れて演技を構成し、音楽をつけて行う自由演技があります。アリーナの周りには

アルファベットが書かれた標記（マーカー）が置かれており、それぞれの運動の始まりや終わりの地点が

その標記によって指示されます。オリンピックで行われるのは《グランプリ》と呼ばれる最高難度のクラス。

左右の肢を交差させるハーフパス、1 歩ごとに肢を高く上げて前に進むパッサージュ、まるでその場で

足踏みをしているかのようなピアッフェ、後ろの肢を中心としてその場で回転するピルーエット、そして、

1 歩ごとまたは 2 歩ごとに左右の肢を入れ替えながら駈歩をするフライングチェンジなど、まるでダンス

を踊っているかのような演技が披露されます。選手がなるべく小さく、観客からはわからないように合図

を送ることで、馬が自ら楽しんでステップを踏んでいるような演技をみせることができるのです。

運動項目および総合観察（演技全体の印象）を各 0 ～ 10 点で採点し、

その合計点を満点で除してパーセンテージで表示する。

ハーフパス

パッサージュ

ピアッフェ

左右の肢（あし）を交差させる

１歩ごとに肢を高く上げて前に進む

その場で足踏みしているような動き

フライング
チェンジ

駈歩で前に出る肢の左右を入れ替える技。２歩ごと、
１歩ごとに行うと馬がスキップしているようにも見える。

主な運動項目

馬場馬術とは
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個人 15人馬

団体 15ヵ国（各国3人馬×15＝45人馬）
60 人馬

個人決勝 グランプリフリースタイル7月28日（水）

団体決勝 グランプリスペシャル7月27日（火）

グランプリ馬場馬術課目　2日目
予選（団体／個人）7月25日（日）

グランプリ馬場馬術課目 　1日目
予選（団体／個人）7月24日（土）

予選（団体／個人）：60人馬すべてが出場。

団体決勝：団体予選（3人馬の得点率合計）上位 8チームが進出。チーム 3人馬の得点率合計により順位が決まる。

個人決勝：予選競技を6グループに分けて実施し、各グループの上位 2人馬（2×6＝12人馬）、それ以外の中から

　　　　　上位 6人馬、合計 18人馬が進出。得点率により順位が決まる。

競技スケジュール

出場数

決勝への道
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総合馬術
E V E N T I N G

総合馬術競技は馬場馬術競技・クロスカントリー競技・障害馬術競技の 3種目を同一人馬のコンビネー

ションで 3 日間をかけて行う競技で、その 3 種目の減点合計の少ない人馬が上位となります。

メインはクロスカントリー競技。自然に近いアップダウンのある地形に丸太でつくった障害物や水濠（池）

などのボリュームのある障害物が設置されます。東京オリンピックでは、コースの長さはおよそ4.5km、

40個近い障害物を飛越します。選手は徒歩でコースを下見することができますが、馬がコースに入るのは

本番のみ。選手と馬が気持ちを一つにしてハードなコースを分速 570m（時速 34.2km）のスピードで

駆け抜ける様子は迫力満点です。最終日の朝にはホースインスペクションが行われます。審判員と獣医役員

が馬の競技参加適性を確認するもので、クロスカントリーを走行した馬をチーム一丸となってケアして臨みます。

日本チームは2018年の世界馬術選手権大会で団体4位に入っており、今大会の目標はメダル獲得です。

拒止、逃避、巻き乗り

同一障害で２回目の
拒止、逃避、巻き乗り

トータル３回目の
拒止、逃避、巻き乗り

いずれも減点２０

減点４０

失権

落馬・転倒 失権

※巻き乗り＝円を描く運動のこと。コース走行中に巻き乗りをすると不従順とみなされる。

総合馬術とは

主な減点の対象（クロスカントリー）
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8月   2日（月）

8月   1日（日）

7月31日（土）

7月30日（金）

3種目（馬場・クロスカントリー・障害）の総減点が少ないほうが上位となる。団体は3人馬の合計減点による。

団体戦と個人戦を兼ねて競技を行い、最終日の障害馬術でそれぞれの順位が決まる。競技のいずれかの時点で失権

または棄権した場合は次の種目に進むことができない。クロスカントリーを完走し、最終日の朝に行われるホース

インスペクションに合格した馬のみが障害馬術に出場することができる。障害馬術はまず全ての人馬が走行し、

そこで団体順位が決定する。その後、個人上位25人馬がもう一度走行し、馬場＋クロスカントリー＋障害＋障害

の合計減点により個人順位が決定する。

個人 20人馬

団体 15ヵ国（各国3人馬×15＝45人馬）
65 人馬

障害馬術

クロスカントリー

馬場馬術　2日目

馬場馬術　1日目

競技スケジュール

出場数

競技の流れ
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これを知るともっと楽しめる！？

馬術まめ知識

【馬のおしゃれ】
競技に参加するときには身なりをととのえる。これは馬も同じ

です。きれいにブラッシングすることはもちろん、たてがみや

しっぽの毛を編んでおしゃれをしている馬や、毛を逆立てて模様

をつけている馬もいます。ただし、リボンなどの装飾品は禁止。

もし、しっぽに赤いリボンをつけている馬を見かけたら、それ

はおしゃれではなく「蹴るクセがあります」のしるしです。

【開催地らしさ満載！ ご当地障害物】
障害馬術や総合馬術で使われる障害物は、競技を彩る重要な

ツールの一つです。特にオリンピックでは開催地らしさを表す

デザインが取り入れられるので、楽しさ倍増。ロンドンではビッ

グベン障害、リオデジャネイロではシュラスコ障害などが置か

れていました。東京ではどんなデザインの障害物が登場するの

かワクワクします！

【謎のアルファベット】
馬場馬術競技は20m×60mのアリーナで行われますが、よく
見ると周囲にアルファベットが書かれた 17 個の標記が置かれ
ています。これはアリーナ内の位置を示すためのもので、たと
えば「Aから駈歩（かけあし）で入場、Xで停止・敬礼」など
と指示されているのです。では、このアルファベットの意味は？
有力な説は 2つ。一つはローマ帝国に征服された都市の頭文字
という説です。もう一つはドイツ帝国の宮廷にある厩舎の壁に
示されていた、誰の馬なのかを示す文字という説。たとえば
K：Kaiser（皇帝）、F：Furst（王子）など。いずれにしても規
則性がないので、覚えるのに苦労しそうですね。
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【審判棟をよーく見ると……】
東京 2020 大会に向けて全面改修された馬事公苑。メインアリー

ナの一角には二階建ての建物があり、障害馬術競技の時はここに

審判員が入ります。その審判棟をよく見てみると、鐘がついて

いるのがわかります。これは選手にスタートの合図をするもので、

審判員がひもを引くと「カラーン」と鳴るしくみ。心地よいクラ

シカルな響きを、ぜひ、聞いてみてください。

【馬のパスポート】
オリンピックに出場する馬はパスポートを持っています。これは

国際競技会に出るために必要なもので、FEI（国際馬術連盟）が発

行します。馬名、品種、生年月日、特徴、ワクチン接種などの情

報が記載されている、いわば身分証明書。人のパスポートは顔写

真が貼付されますが、馬の場合は図示。顔や肢の白徴（白い模様）

やつむじが描かれています。

【緊張の一瞬！ ホースインスペクション】
馬が競技に参加する健康状態にあるかどうかを確認するホースイ

ンスペクション。獣医師と審判員が傷の有無や歩様を確認するも

ので、「Accepted（合格）」とコールされれば競技に参加できますが、

「Not accepted（不合格）」と判断されたら、出場することができ

ません。これに合格してはじめて競技のステージに立つことがで

きるのです。

【左に白、右に赤】
障害馬術と総合馬術では、設置された障害物を決められた順番通り

に飛越していかなければなりません。それぞれの障害物には番号が

つけられていますが、もう一つ、障害物の左右に標旗（ひょうき）

と呼ばれるしるしがつけられています。これは方向を示すもので、白い

標旗を左、赤い標旗を右に見て飛越するきまりです。もし、逆方向から

飛越してしまったら、失権となってしまいます。
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馬事公苑

海の森クロスカントリーコース

会場紹介

©Yusuke NAKANISHI

©JRA 

1964年の東京オリンピックで馬場馬

術競技が行われた馬事公苑は、日本の

馬術の中心地です。

今回、東京2020大会のために全面改

修されて生まれ変わりました。

東京オリンピックのために海の森につくられた特設のクロスカントリー競技場。

背景が都心のビル群という東京を象徴する美しい会場だ。

全長およそ4.5kmのコースに40近い障害物が設置される。

馬が生活する厩舎はヨーロッパ風の
外観で、1棟40馬房の厩舎が全部
で8棟あります。
東京2020大会のためにエアコンも
完備されており、日本の蒸し暑い気
候に慣れていない馬たちも快適に
過ごせるようになっています。 1964東京オリンピックの

記念碑
新しく設置された水飲み場
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馬術競技スケジュール
 海の森クロスカントリーコース
    （総合馬術クロスカントリー競技のみ）

会場 : 馬事公苑

17:00 ~ 22 :258月 2日 ( 月 )

 7:45 ~ 11:108月 1日 ( 日 )

8:30 ~ 11:007月31日 ( 土 )

17:30 ~ 20:10

8:30 ~ 11:007月30日 ( 金 )

個人表彰式団体表彰式
障害 個人決勝
障害 団体決勝及び個人予選

クロスカントリー 団体兼個人

馬場 団体兼個人　3 組

馬場 団体兼個人　2 組

馬場 団体兼個人　1 組

19:00 ~ 21:308月 7日 ( 土 )

19:00 ~ 22:058月 6日 ( 金 )

19:00 ~ 21:408月 4日 ( 水 )

19:00 ~ 22:458月 3日 ( 火 )

団体表彰式
団体決勝

団体予選　　

個人表彰式
個人決勝

個人予選

17 : 00 ~ 21:257月28日 ( 水 )

17 : 00 ~ 22:407月27日 ( 火 )

17 : 00 ~ 22:157月25日 ( 日 )

17 : 00 ~ 22:157月24日 ( 土 )

7月23 日 ( 金 )

7月28 日 ( 水 )
個人表彰式
個人決勝 グランプリフリースタイル

団体表彰式
団体決勝 グランプリスペシャル

団体兼個人予選 グランプリ 2 日目

馬場馬術 第 2 回ホースインスペクション

7月29 日 ( 木 )
総合馬術 第 1 回ホースインスペクション

7月31 日 ( 土 )
障害馬術 第 1 回ホースインスペクション

8 月5 日 ( 木 )
障害馬術 第 2 回ホースインスペクション

8 月2 日 ( 月 )
総合馬術 第 2 回ホースインスペクション

馬場馬術 第 1 回ホースインスペクション

団体兼個人予選 グランプリ 1 日目

総合馬術 EVENTING

馬場馬術

ホースインスペクション
Horse Inspection

DRESSAGE

障害馬術 JUMPING
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