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馬術まめ知識

　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

It has long been my dream to watch the Olympics here in Tokyo. To all of the athletes 

who have dedicated many years of training with the goal of participating in the Tokyo 

Olympic Games: we have faced a year’s delay and are even now under tough restrictions, 

but I would like to express my great pleasure and heartfelt congratulations to you who 

now are able to stand on the stage here at Baji Koen Equestrian Park and show the 

fruits of your efforts. As President of the Japan Equestrian Federation and as former 

Grand Master of the Urasenke Chado Tradition, I am filled with gladness that we are 

now able to represent Japanese culture and welcome the athletes and horses from all 

over the world to Japan. I hope that all participants can give their absolute best and 

experience as much of the Spirit of Japan as possible.

I wish you the best of luck.

チームリーダー／ Team Leader　　

ポール ショッケメーレ
Paul SCHOCKEMÖHLE

チーム獣医師／ Team Veterinarian

ウゴ カロッツォ
Ugo CARROZO
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SEN Genshitsu, President

Japan Equestrian Federation



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）をはじめとする様々な大会で経験

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。

Soon after the Rio de Janeiro Olympics we set our sights on Tokyo 2020. 

With the support of the Japan Racing Association we procured several young 

talented horses and trained them at our training center, Paul Schockemoehle 

Stable in Germany. Fortunately, lots of Jumping athletes were based in 

Europe or the US at the time and were competing in International Events, 

which helped us to build towards Tokyo. 

One year postponement of Tokyo Olympics gave riders severe blow and 

they had a hard time. The period of selection was the last one and half 

years, and finally the representatives were selected. All of them have 

competed in lots of high-level events, as well as Nations Cups, to hone 

their skills for the Olympics.  I hope that they are all able to show their 

continued effort and improvement here in Tokyo. 

54

HIGASHIRA Hirokazu
東良 弘一
障害馬術 監督／ Chef d'Equipe of Jumping



障害馬術 JUMPING 障害馬術 JUMPING

SAITO Koki

World Equestrian Games Tryon Indiv. 89th
2018 トライオン世界馬術選手権大会 89位

Olympic Games Rio de Janeiro　Reserve
2016 リオデジャネイロオリンピック 補欠

【主な成績】【Major Results】

Germanyドイツ
【Training Base】【活動拠点】

Hokuso Riding Club北総乗馬クラブ
【Club/Company】【所属】

24
【Years of Riding 】 【Years of Riding 】【乗馬歴】

Katori, CHIBA千葉県香取市
【Birthplace】【出身】

1989.9.16 / 311989年9月16日 31歳
【Birthday / Age】【誕生日 / 年齢】

6

Koki started riding at 8 years old at a riding club which was run by his uncle, Tadayoshi HAYASHI. Three years later, in 2000, 
Tadayoshi took part in the Sydney Olympics and Koki was able to go with him to cheer him on. This experience inspired Koki 
to follow in his uncle’s footsteps, so in 2014 he decided to move to Germany for training. In 2016 he was selected as a 
travelling reserve for the Rio de Janeiro Olympics, but he didn’t have chance to compete. He continued working hard and 
progressing and was more successful on his second attempt as he was selected as a starting member for the Tokyo Olympics.

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

24 年

佐藤 英賢齋藤 功貴 サフィアデラックJRA

SATO  E i k e n
SAPHYR DES LACS

セン馬・15歳・セルフランセ・芦毛　

Olympic Games Beijing   Indiv. 47th
2008 北京オリンピック 47 位

World Equestrian Games Aachen Indiv. 103rd
2006 アーヘン世界馬術選手権大会 103位

【主な成績】【Major Results】

Germanyドイツ
【Training Base】【活動拠点】

【Club/Company】【所属】

27
【乗馬歴】

Ogawa, NAGANO長野県小川村
【Birthplace】【出身】

1986.1.8 / 351986年1月8日 35歳
【Birthday / Age】【誕生日 / 年齢】

7

Eiken grew up in a temple and started riding at 8 years old, learning from his father, a Buddhist monk, who also aimed for the 
Olympics. After graduating from high school in 2004, Eiken moved to Belgium by himself. Two years later he participated in 
WEG Aachen, the Beijing Olympics in 2008 and WEG Kentucky in 2010. In 2019, after 5-year hiatus in Japan he decided to 
get back into Equestrian and moved to Germany with the aim of qualifying for the Tokyo Olympics.

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。

Gelding・15 years old・Selle Francais・Gray　
セン馬・14歳・オルデンブルガー・鹿毛

Gelding・14 years old・Oldenburger・Bay　

BIOGRAPHY

27 年

Paul Schockemoehle Pferdehaltung GmbH

チャカーノ JRA
CHACANNO

World Equestrian Games Lexington, 
Horse Park KY　Indiv. 101st

2010 ケンタッキー世界馬術選手権大会 101位

チレンスキー JRA
CHILENSKY

牡・12歳・オルデンブルガー・芦毛
Stallion・12 years old・Oldenburger・Gray

セン馬・13歳・ザンガーシャイド・鹿毛
Gelding・13 years old・Zangersheider・Bay　

カタール 3
QATAR 3



障害馬術 JUMPING 障害馬術 JUMPING

福島 大輔 チャニオン JRA
FUKUSHIMA Daisuke

CHANYON
セン馬・11歳・セルフランセ・栗毛セン馬・13歳・オルデンブルガー・栃栗毛

Olympic Games Rio de Janeiro Indiv. EL / Team 13th
2016 リオデジャネイロオリンピック 個人失権／団体13位

World Equestrian Games Tryon　Indiv. 96th
2018 トライオン世界馬術選手権大会 96位

Asian Games Jakarta-Pulomas Indiv. 26th / Team Silver
2018 ジャカルタアジア大会 26位／団体銀

Asian Games Doha　Indiv. 13th
2006　ドーハアジア大会　13位

【主な成績】【Major Results】

Germanyドイツ
【Training Base】【活動拠点】

STAR HORSESSTAR HORSES Sugitani Riding Club杉谷乗馬クラブ
【Club/Company】【所属】

33
【Years of Riding 】 【Years of Riding 】【乗馬歴】

Sakura, CHIBA千葉県佐倉市
【Birthplace】【出身】

1977.9.20 / 431977年9月20日 43歳
【Birthday / Age】【誕生日 / 年齢】

8

Daisuke started riding at 10 years old at his father’s riding club. He became the youngest ever champion when he won the All 
Japan Championship at age 17, a record that still stands today. He was in the Equestrian Team of Meiji University then worked 
for the Japan Racing Association after graduation, and finally in 2013 he established his own team, “STAR HORSES” . At his 
first Olympics, Rio de Janeiro, he wasn’t satisfied with his performance. In the five years since then, he has continued to work 
hard and wants to show his evolution and give his best performance here in Tokyo. 

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。

Gelding・13 years old・Oldenburger・Dark Chestnut

BIOGRAPHY

33 年

川合 正育 アズデメイ

KAWAI Mike
AS DE MAI

CSI4*-W Riyadh  World Cup 
Two Rounds Competition 1st

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

There are no major results for this athlete.

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

【主な成績】【Major Results】

Netherlandsオランダ
【Training Base】【活動拠点】

【Club/Company】【所属】

8
【乗馬歴】

Sakai, OSAKA大阪府堺市
【Birthplace】【出身】

1998.6.18 / 231998年6月18日 23歳

リザーブ／ Reserve

【Birthday / Age】【誕生日 / 年齢】

9

Mike is the youngest athlete in the Japanese Equestrian Team for the Tokyo Olympics and he has only been riding for eight 
years. He started riding at 15 years old, as his father, who has been riding for over fifty years, encouraged him to try it. 
Suddenly, when he was 18 years old, his father said “You should work with the world’s best trainer and win the Gold medal 
at the Tokyo Olympics! ” With that, Mike moved to the Netherlands. At that time he participated in 120cm class competitions, 
but now his main battleground is the 160cm class and he has been progressing rapidly.

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。

Gelding・11 years old・Selle Francais・Chestnut

BIOGRAPHY

8 年

World Equestrian Games Lexington, 
Horse Park KY　Indiv. 24th

2010 ケンタッキー世界馬術選手権大会 24位



馬場馬術
D R E S S A G E

1110

　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。

We had to change the selection procedure several times because of the 

COVID-19 pandemic and the EHV-1 outbreak that happened between 

February and April in Europe. Even though the selection period was 

shortened to just two months from April to June, the combinations were 

still able to take part in several Events and to achieve the results they 

needed to be selected for the Team. 

The three representatives and one reserved combination are based in 

Europe and have experience at International Events so the relationship 

between Athlete and Horse has improved. I hope all of them are on form 

at the Tokyo Olympics so all of you can enjoy the harmony between 

Athletes and Horses.

FURUOKA Minako
古岡 美奈子
馬場馬術 監督／ Chef d'Equipe of Dressage



馬場馬術 DRESSAGE

北原 広之 ウラカン
KITAHARA Hiroyuki

HURACAN 10
セン馬・13歳・デニッシュウォームブラッド・黒鹿毛　

World Equestrian Games Lexington, 
Horse Park KY　Indiv. 62nd

2010 ケンタッキー世界馬術選手権大会 62位

All Japan Dressage Championship　Gold
 (three consecutive years)

2004-2006 全日本馬場馬術選手権3連覇

Asian Games Busan　Indiv. 4th / Team Silver
2002 釜山アジア大会 個人 4位／団体銀

【主な成績】【Major Results】

Germanyドイツ
【Training Base】【活動拠点】

Japan Racing Association日本中央競馬会 Japan Racing Association日本中央競馬会
【Club/Company】【所属】

41
【Years of Riding 】 【Years of Riding 】【乗馬歴】

Setagaya, TOKYO東京都世田谷区
【Birthplace】【出身】

1971.9.13 / 491971年9月13日 49歳
【Birthday / Age】【誕生日 / 年齢】

12

Hiroyuki started riding at 8 years old, he was in the Equestrian Team of Meiji University, and then he joined the Japan Racing 
Association. His work with the Japan Racing Association has included promoting Equestrian sports, coaching and competing 
as a Dressage rider. He moved to Germany and attempted to qualify for the Beijing Olympic Games. Unfortunately, he was 
unable to qualify, so he returned to Japan. Since 2018 he has once again been based in Germany and working towards the 
Tokyo Olympic Games. Finally, he made it! His goal at this Olympic Games is to achieve a personal best with HURACAN.

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。

Gelding・13 years old・Danish Warmblood・Dark Bay

BIOGRAPHY

41 年

馬場馬術 DRESSAGE

佐渡 一毅
SADO  K a z u k i

World Equestrian Games Tryon　Indiv. 63rd
2018 トライオン世界馬術選手権大会 63位

Asian Games Jakarta-Pulomas Team Gold
2018 ジャカルタアジア大会 団体金

Asian Games Incheon　Indiv. 5th / Team Silver
2014 仁川アジア大会 個人5位／団体銀

【主な成績】【Major Results】

Netherlandsオランダ
【Training Base】【活動拠点】

【Club/Company】【所属】

31
【乗馬歴】

Kyoto, KYOTO京都府京都市
【Birthplace】【出身】

1985.2.20 / 361985年2月20日 36 歳
【Birthday / Age】【誕生日 / 年齢】

13

Kazuki started riding at 5 years old and went through the Equestrian Team of Kyoto-Sangyo University, then joined the 
Japan Racing Association in 2007. In the following year he won the All Japan Dressage Championship for domestically bred 
horses and started to focus on Dressage. In 2014 he moved to the Netherlands, and he was training and competing in Events 
forwards the Tokyo Olympic Games, then finally he met LUDWIG in 2019. His aim at this Games is to give his best 
performance with LUDWIG and he hopes to get Japanese people interested in Dressage.

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

31 年

ルードウィッヒ
LUDWIG DER SONNENKOENIG 2

牡・15歳・オルデンブルガー・栗毛　
Stallion・15 years old・Oldenburger・Chestnut

セン馬・15歳・ハノーバー・栗毛
Gelding・15 years old・Hannoveraner・Chestnut　

バローロ JRA
BAROLO



馬場馬術 DRESSAGE

林 伸伍 スコラリ 4
HAYASHI Shingo

SCOLARI 4
セン馬・18歳・ラインランダー・鹿毛セン馬・16歳・ハノーバー・鹿毛

Asian Games Incheon Indiv.16th / Team Silver
2014 仁川アジア大会 個人16位／団体銀

All Japan Dressage Championship　Gold
2014 全日本馬場馬術選手権　優勝

All Japan Dressage Championship　Gold
2016 全日本馬場馬術選手権　優勝

World Equestrian Games Tryon　Indiv. 46th
2018 トライオン世界馬術選手権大会 46位

All Japan Dressage Championship　Gold
2018 全日本馬場馬術選手権　優勝

Asian Games Guangzhou Indiv. 5th / Team 4th
2010 広州アジア大会 個人5位／団体4位

【主な成績】【Major Results】

Germanyドイツ
【Training Base】【活動拠点】

Irish Aran Riding Schoolアイリッシュアラン乗馬学校 UNITECHNO INC.ユニテクノ株式会社
【Club/Company】【所属】

33
【Years of Riding 】 【Years of Riding 】【乗馬歴】

Sapporo, HOKKAIDO北海道札幌市
【Birthplace】【出身】

1985.1.25 / 361985年1月25日 36歳
【Birthday / Age】【誕生日 / 年齢】

14

Shingo got into Equestrian sports when he was 10 years old. At the beginning he was interested in Jumping and didn’t like Dressage. 
When he won the All Japan Dressage Championship for Young Riders, his feelings changed and he gradually became a Dressage Rider. 
In 2015 he participated in the Olympic Qualification Event as a member of National Team that qualified for Rio de Janeiro Olympics. 
In the end he wasn’t for the team that represent Japan in the Olympic Games. For the last few years he has been going back and forth 
between Japan and Germany for training and competing, and finally he booked his ticket to the Tokyo Olympics !

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。

Gelding・16 years old・Hannoveraner・Bay

BIOGRAPHY

33 年

馬場馬術 DRESSAGE

高橋 正直 ルビコンユニテクノ

TAKAHASHI Masanao
RUBICON UNITECHNO

Asian Games Jakarta-Pulomas　Indiv. 9th / Team Gold
2018 ジャカルタアジア大会 個人9位／団体金

World Equestrian Games Tryon Indiv. 52nd
2018 トライオン世界馬術選手権大会 52位

Olympic Games Rio de Janeiro Indiv.58th
2016 リオデジャネイロオリンピック 58位

Asian Games Doha Indiv. 5th / Team Bronze
2006 ドーハアジア大会 個人5位／団体銅

【主な成績】【Major Results】

Germanyドイツ
【Training Base】【活動拠点】

【Club/Company】【所属】

31
【乗馬歴】

Shibukawa, GUNMA群馬県渋川市
【Birthplace】【出身】

1982.1.18 / 391982年1月18日 39歳

リザーブ／ Reserve

【Birthday / Age】【誕生日 / 年齢】

15

Masanao started riding at 8 years old and was in the Equestrian Team of Meiji University. After graduation he moved to Germany 
for training. In 2006 he took part in the Asian Games Doha and won the Team Bronze. It was the first time for him to represent 
Japan. In 2010 he established the Ikaho Baden Farm in his hometown. He participated in Rio de Janeiro Olympics in 2016, but 
he regretted that he didn’t have a good communication with his horse. Even though he didn’t have enough time to train in 
Germany because of the COVID-19, the combination between him and RUBICON has been getting better.

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。

Gelding・18 years old・Rheinländer・Bay

BIOGRAPHY

31 年



総合馬術
E V E N T I N G

16 17

　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、多くの日本の方々に総合馬術の魅力を

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。

In 2013 it was decided that Olympic Games would be held in Tokyo.

For the eight years since then we have been training and progressing. 

In 2017 with the support of Japan Racing Association, we purchased 

several horses for our riders who were based in Europe to ride. This 

allowed them to compete more often and gain more experience. 

I’m really happy that we have our strongest Team ever and that we are 

competing in the Olympic Games here in our country, Japan. 

The opportunity to hold world class high-level Eventing competition here 

in Japan might be only the Olympic Games. It is disappointing that there 

are not spectators, but I hope lots of Japanese realise the attraction of this 

sport and cheer our riders and horses.

HOSONO Shigeyuki
細野 茂之
総合馬術 監督／ Chef d'Equipe of Eveting



大岩 義明
O IWA  Y o s h i a k i

World Equestrian Games Tryon　Indiv. 20th / Team 4th

2018トライオン世界馬術選手権大会 20位／団体4位

Asian Games Jakarta-Pulomas Indiv. Gold / Team Gold
2018 ジャカルタアジア大会 個人金／団体金　

Olympic Games Rio de Janeiro Indiv. 20th
2016 リオデジャネイロオリンピック 20位

Olympic Games London EL
2012 ロンドンオリンピック 失権

World Equestrian Games Lexington, Horse Park KY　Indiv. 38th
2010ケンタッキー世界馬術選手権大会 38位

Asian Games Guangzhou　Indiv. Bronze / Team Gold
2010 広州アジア大会 個人銅／団体金　

Olympic Games Beijing   Indiv. 49th
2008 北京オリンピック 49位

World Equestrian Games Aachen Indiv.18th
2006 アーヘン世界馬術選手権大会 18位
Asian Games Doha Indiv. Gold / Team Silver
2006 ドーハアジア大会 個人金／団体銀　

【主な成績】【Major Results】

Germanyドイツ
【Training Base】【活動拠点】

Nittoh Inc.株式会社 nittoh
【Club/Company】【所属】

33
【乗馬歴】

Nagoya, AICHI愛知県名古屋市
【Birthplace】【出身】

1976.7.19 / 451976年7月19日 45歳
【Birthday / Age】【誕生日 / 年齢】

総合馬術 EVENTING

Yoshi started riding at 11 years old and continued until he graduated from university. At that time he decided to stop riding, 
but when he watched the Sydney Olympic Games on TV, he realised that he wanted to be there. So, in 2001 he moved to Europe. 
He has competed in every Olympic Games since Beijing 2008, and Tokyo 2020 will be his fourth consecutive Olympic Games. 
At the Asian Games Jakarta, he won the individual and Team Gold. He has been leading the Japanese Eventing Team for a long time. 
His goals for Tokyo 2020 are to show Japanese people how exciting Eventing is and to get the Team Gold.

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

総合馬術 EVENTING

田中 利幸
TANAKA Toshiyuki

Asian Games Incheon Indiv.5th/Team Silver
2014 仁川アジア大会 個人5位／団体銀

Olympic Games London 48th
2012 ロンドンオリンピック 48位

【主な成績】【Major Results】

the United Kingdomイギリス
【Training Base】【活動拠点】

Riding Club CRANE乗馬クラブクレイン
【Club/Company】【所属】

21
【Years of Riding 】 【Years of Riding 】【乗馬歴】

Fukuoka, FUKUOKA福岡県福岡市
【Birthplace】【出身】

1985.2.2 / 361985年2月2日 36歳
【Birthday / Age】【誕生日 / 年齢】

1918

Toshiyuki started riding at 14 years old and after graduating from university, he joined the Riding Club CRANE as an instructor. 
When he was 23 years old, he started Eventing. Three years later, in 2011, he competed in the All Japan Championships and 
then he moved to the UK. In March of the following year he made his debut in international competition, two months later he 
qualified for the London Olympics and he completed all three days. After London, even though he was injured several times, 
he continued training and competing and he finally reached his second Olympics.

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

21 年

World Equestrian Games Tryon　Indiv. 15th / Team 4th
2018トライオン世界馬術選手権大会 15位／団体4位

タリヨランクルーズJRA
TULLYORAN CRUISE JRA

牝・13歳・アイリッシュスポーツホース・鹿毛　
Mare・13 years old・Irish Sport Horse・Bay

セン馬・14歳・ホルシュタイナー・鹿毛
Gelding・14 years old・Holsteiner ・Bay　

キャレ
CALLE 44

タルマダルー
TALMA D'ALLOU

セン馬・14歳・セルフランセ・鹿毛
Gelding・14 years old・Selle Francais・Bay

セン馬・12歳・ウォームブラッド×サラブレッド・鹿毛
Gelding・12 years old・WARMBLOOD×TB・Bay　

スワイパー JRA
SWIPER JRA



総合馬術 EVENTING 総合馬術 EVENTING

戸本 一真
TOMOTO Kazuma

【主な成績】【Major Results】

the United Kingdomイギリス the United Kingdomイギリス
【Training Base】【活動拠点】

Japan Racing Association日本中央競馬会 Riding Club CRANE乗馬クラブクレイン
【Club/Company】【所属】

30
【Years of Riding 】 【Years of Riding 】【乗馬歴】

Motosu, GIFU岐阜県本巣市
【Birthplace】【出身】

1983.6.5 / 381983年6月5日 38歳
【Birthday / Age】【誕生日 / 年齢】

20

Originally Kazuma was a high level Jumping rider in Japan, but in 2015 he changed to Eventing with the goal of representing 
Japan in the Tokyo Olympics. 
(below is translated from his Facebook on 24/09/2015)
“I’m starting a new journey! I’m just about to depart for the UK as an Eventing Rider! However, my destination is Tokyo. The UK is just
a transit point and in five years I will reach my final destination. Now I’m worried and scared but I will definitely do it at any cost !! ”
And he made it. At this moment, a year later than planned, he is standing at his destination. Kazuma, welcome back to Tokyo!

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

30 年

北島 隆三
KITAJIMA Ryuzo

Asian Games Jakarta-Pulomas Indiv.4th/Team Gold
2018 ジャカルタアジア大会 個人4位／団体金

Asian Games Incheon　Indiv. 6th / Team Silver
2014 仁川アジア大会 個人6位／団体銀

【主な成績】【Major Results】

【Training Base】【活動拠点】

【Club/Company】【所属】

25
【乗馬歴】

Kobe, HYOGO兵庫県神戸市
【Birthplace】【出身】

1985.10.23 / 351985年10月23日 35歳
【Birthday / Age】【誕生日 / 年齢】

21

Ryuzo started riding at 11 years old and continued through high school and university. After graduation, he joined the Riding 
Club CRANE as an instructor. He started Eventing seriously in 2011 and he moved to the UK, the home of Eventing, in 2015. 
He completed the cross-country at the Olympic Games Rio de Janeiro, but unfortunately his horse had a small scrape on one 
leg and he was forced to withdraw from the competition. Three years ago, he won the Team Gold at the Asian Games and 
Team 4th at the WEG. He has experienced numerous setbacks but through his perseverance he has been continuing.

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

25 年

World Equestrian Games Tryon　Indiv. 23rd / Team 4th

2018トライオン世界馬術選手権大会 23位／団体4位

リザーブ／ Reserve

Olympic Games Rio de Janeiro WD (after XC)
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  

World Equestrian Games Tryon　Indiv. 59th / Team 4th

2018トライオン世界馬術選手権大会 59位／団体4位

ヴィンシー JRA
VINCI DE LA VIGNE JRA

セン馬・12歳・セルフランセ・鹿毛
Gelding・12 years old・Selle Francais・Bay

セン馬・15歳・KWPN・鹿毛
Gelding・15 years old・KWPN・Bay　

ユートピア
BERNADETTE UTOPIA

フェローザニューモード
FEROZA NIEUWMOED

セン馬・11歳・KWPN・鹿毛
Gelding・11 years old・KWPN・Bay

牝・14歳・KWPN・鹿毛
Mare・14 years old・KWPN・Bay　

セカティンカ JRA
CEKATINKA JRA



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

22 23

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。

障害馬術とは

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



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

24 25

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

馬場馬術とは

決勝への道



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。

26 27

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。

総合馬術とは

主な減点の対象（クロスカントリー）

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



これを知るともっと楽しめる！？

馬術まめ知識
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【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。

【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。【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。

【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。



馬事公苑／Equestrian Park（Baji-koen）

海の森クロスカントリーコース／ Sea Forest Cross-Country Course

馬術競技スケジュール会場紹介
 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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Venue Introduction

©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。

The Baji-koen (Equestrian Park), which 
has been the main venue for Japanese 
Equestrian for a long time and was the 
venue for Dressage in 1964 Tokyo Olympics. 
The venue has been completely renovated 
for the Tokyo 2020. 

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。

The Sea Forest Cross-Country Course is temporary constructed for the Tokyo Olympics. This venue has a beautiful backdrop 
with very Tokyo-like cityscape. The distance of the course is approx. 4500m and the number of obstacles is around 40. 

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。

There are 8 stable blocks in European style, 
with 40 stalls each. They are air-conditioned 
for the horses competing in Tokyo 2020, so 
horses from abroad are able to stay comfortably. 1964東京オリンピックの記念碑

Monument of 1964 Tokyo Olympics
新しく設置された水飲み場
New drinking fountain



Smartphone version

https://www.equitation-japan.com/
JEF Off icial Website


