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馬術馬術馬術馬術 

 

スペシャルオリンピックスの馬術競技公式スポーツルールは、全てのスペシャルオリンピ

ックス馬術競技において適用される。国際的なスポーツ組織として、スペシャルオリンピ

ックス（SO）は国際馬術連盟（FEI）のルールを基に、スペシャルオリンピックス公式ス

ポーツルールを定めた。スペシャルオリンピックスの馬術競技公式スポーツルールおよび

スポーツルール総則第 1 章と矛盾する場合以外は FEI あるいは国内馬術連盟（NGB）のル

ールが採用される。矛盾する場合は、スペシャルオリンピックスの馬術競技公式スポーツ

ルールが適用される。 

 

参考：スペシャルオリンピックス スポーツルール第Ⅰ章 総則 

http://www.son.or.jp/pdf/athlete/program/rule/general_rules.pdf 

行動規範、トレーニング基準、医療および安全面の必要条件、ディビジョニング、表彰、上位レベルの 

競技会への進出条件とユニファイドスポーツを参照してください。 

 

 

パートパートパートパート 1－ゼネラルルール－ゼネラルルール－ゼネラルルール－ゼネラルルール 

セクションセクションセクションセクション A－公式競技－公式競技－公式競技－公式競技 

以下はスペシャルオリンピックスにおける公式種目の一覧である。 

これらの種目は、あらゆる競技能力のアスリートに競技する機会を提供することを目的と

している。各国プログラムは提供する種目、および必要に応じて、それら種目の運営方針

を決定することができる。コーチは、それぞれのアスリートの技術と興味に応じて、適切

なトレーニングの提供と種目を選択することに責任がある。 

 

1. ドレッサージュ（馬場馬術） 

2. プリカプレリ 

3. ブリティッシュ式エクイテーション（事前演技として必須） 

4. ストック・シート・エクイテーション（事前演技として必須） 

5. ウェスタン 

6. ワーキング･トレイル 

7. ホルター／ブライドルクラスでのショーマンシップ 

8. ジムカーナ種目 

a． ポールベンディング 

b． バレルレース 

c． 8 の字ステークレース 

d． チームリレー 

9. 2 人組、4 人組のドリルチーム（部班） 
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10. ユニファイドスポーツ® チームリレー 

11. ユニファイドスポーツ® ドリルチーム（部班） 

 

セクションセクションセクションセクション B－競技ルール－競技ルール－競技ルール－競技ルール 

馬術のアスリートは性別および年齢で区別されない。全てのアスリートは競技能力に応じ

て競技をするものとする。 

1. 全てのアスリートは競技参加前 6 ヶ月以内に 10 回以上の乗馬の練習会を受けていなけ

ればならない。 

2. エントリーは競技会運営側にエントリー締め切り日までに提出されなければならない。

追加エントリーは認められない。 

3. 盲導犬、介助犬などの補助犬以外は大会会場に入場禁止とする。 

4. 騎手の騎乗前に馬具や道具の安全検査を行う。 

5. 競技中に馬具が壊れたり、あるいは靴が脱げた場合、騎手は演技を継続してもコーチ

の要請により馬場より一時退場してもよい。 

6. 大会主催者によって任命されたスポッターは、単独騎乗を行う騎手に危険が生じた場

合に補助できるよう、事前に定められた競技エリアの中に立つ。審判より要請がない

場合や、種目において指定されていなければ、他の補助者が競技会場となる馬場に立

ち入ることは許されない。 

7. 外からの援助（馬場外からのコーチング）は審判の判断により減点となる場合がある。

騎手と馬場外の個人間でコミュニケーションを行うための電子通信装置の使用は禁止

されている。 

8. 聴覚障害のあるアスリートの場合にはキュー（指示）・カードの使用を認める。キュー

は誰もが同じように理解できるよう、以下のものとする： 

1=常歩、2=正座速歩／ジョグ、3=軽速歩、4=駈歩／ロープ、0=後退、一般的な止まれ

のサイン = 停止 

9. 世界大会においては、審判より要求される全ての課題は騎手の母国語に翻訳されなけ

ればならない。騎手への号令は、コーチかコーチに任命された人によって行われる。 

10. 世界大会においては全てのアスリートが大会組織委員会によって用意された貸与馬で

競技に参加する。 

11. 自馬を連れてこない競技会の場合、馬と騎手との適性を判断するために十分な時間を

もうけなければならない。 

12. 騎手が自馬を連れてくる場合、大会主催者は馬伝染性貧血の検査の診断書を要求して

もよい。 

13. 騎手は、競技の全ての種目において同じ馬に騎乗しなければならない。 

14. 2 人の騎手まで同じ馬を使用して競技することができる。2 人の騎手が同じ馬を使う場

合、1 人の騎手だけがレベル A でもよい。 

15. 安全上の理由や馬が病気か体調不良であるときに限り、馬の変更が許される。 
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16. 審判の要請があった場合、クラスで入賞した馬が健康であるかどうかの判断は公式獣

医師により行われ、その結果に基づき表彰を行うものとする。その他の場合において

は審判および馬匹ディレクタ－は馬が競技可能な状態であるかどうかについての判断

を行うものとする。 

17. 馬の健康状態が完全ではなくても競技で必要とされる能力に大きく影響しないかぎり

は競技参加者に対するペナルティーは課されないものとする。ペナルティーが課され

るかどうかは審判が判断する。 

18. 異議申し立てのあった場合には大会主催者が審判団、競技スチュワード、または／お

よび馬術競技ルール委員会に判断をあおぐものとする。彼らによってなされた判断を

最終的なものとみなす。 

 

セクションセクションセクションセクション C－服装－服装－服装－服装 

1. 服装は競技者としてふさわしいものとする。服装は競技者としてふさわしいものとする。服装は競技者としてふさわしいものとする。服装は競技者としてふさわしいものとする。 

2. ブーツブーツブーツブーツ 

a． 全ての騎手は踵のあるブーツを履かなければならない。 

b． 身体の障害のため別の靴を履かなければならない騎手は、医師による意見書を騎手

のプロフィールと一緒に提出しなければならない。この場合、安全鐙は必項とする。 

1） ブリティッシュ馬具使用者はピーコック安全鐙、Ｓ型鐙またはデボンシャーブ

ーツを使用しなければならない。 

3. ヘルメット：全ての騎手は SEI-ASTM または BHS 基準を満たした 3 点チンハーネス

付きの安全ヘルメットを着用しなければならない。馬の周囲で作業をする際にも同様

とする。 

4. 番号：競技者は競技中、練習中、および競技の「ホールディング・エリア」（ステージ）

にいる際にはナンバーゼッケンを背中にわかりやすく着用しなければならない。 

5. 練習中、アスリートはヘルメット、ブーツ、長ズボン着用のルールを遵守するものとす

るが、半袖のシャツは着用してもよい。 

 

適切な服装に関するガイドラインと異なる騎乗スタイルについては、本ルールブックのイ

ングリッシュとウェスタンのセクションを参照すること。 

 

セクションセクションセクションセクション D－馬具－馬具－馬具－馬具 

1. 鞍は馬にあったものを使用すること。適切な用具は、競技会運営側と馬主の合意のも

とで提供されるものとする。 

2. アスリートは、騎乗する馬にあっている場合には自分の鞍を使用してもよい。騎手は、

自分の鞍を使用する場合は、騎手のプロフィールにその旨を記載しなければならない。 

3. 補正した鞍や個人所有のものは事前に大会主催者ならびに馬主による承認を必要とす

る. 
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4. 頭絡はエントリーしたクラスに適したものであり、該当競技ルールに従ったものを使

用する。国際、全国、地区競技会では全ての馬は競技前に銜を外してチェックを受け

なくてはならない。 

5. サポート有りのクラスでは無口（ホルター）着用は必須。引き手は無口につけ、頭絡

につけてはならない。無口はハミや手綱の使用を妨げなければ、頭絡の内側につけて

も外側に付けてもよい。 

6. 騎手は補装具を使用しても罰則を与えられることはない。（注意：騎手を馬や鞍に固定

するものは使用禁止）舗装具の使用についてはアスリートプロフィールに記載し、事

前に報告する。 

7. 禁止されている馬具や用具（競技中だけでなく、準備運動中も禁止）： 

a． ベアリングレイン、サイドレイン、ランニングレイン 

b． シートカバー：アスリートが必要とする場合には騎手のプロフィールに記載する

こと。 

c． プロテクターとバンデージ：特別に許可されているクラスを除く。プロテクター

は、馬が常用していて馬主が使用を望んだ場合のみ、使用してよい。 

d． ブラインダー 

e． ノーズカバー 

異なる騎乗スタイルに対する適切な馬具のガイドラインについては、本ルールブックのイ

ングリッシュとウェスタンのセクションを参照すること。 

 

セクションＥセクションＥセクションＥセクションＥ-審査審査審査審査 

1. 以下の点（適切な場合）は全てのクラスにおいて、同時に審査される。 

a. 騎手のバランス 

b. 騎手の騎座 

c. 扶助の使用 

d. 指示に従う能力 

e. 馬場におけるエチケットと安全性 

f. スポーツマンシップに則った行動 

2. 審査の際には馬のパフォーマンスの結果も結果を得るために使用された手法も同等に

扱わなければならない。 

3. 許可されていない馬の調教師やサイドウォーカーによる補助は減点対象となる。 

a． サイドウォーカーは、緊急事態を除き口頭での指示や物理的な補助を行ってはな

らない。 

b． 視覚、聴覚、または重度の身体障害をもつアスリートについては特別に考慮され

るものとする。 

c． コーチは自分がコーチするアスリートが審査を受けている際、馬の調教師、サイ

ドウォーカー、またはスポッターの役割についてはならない。 
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d． 異なる騎乗スタイルに対する適切な馬具のガイドラインについては、本ルールブ

ックのイングリッシュとウェスタンのセクションを参照すること。 

 

 

パートパートパートパート 2—競技会の主催競技会の主催競技会の主催競技会の主催 

セクションセクションセクションセクション A－－－－必要な必要な必要な必要な施設と施設と施設と施設と設備設備設備設備－全競技に共通して必要な条件－全競技に共通して必要な条件－全競技に共通して必要な条件－全競技に共通して必要な条件 

1. 音響設備 

2. 観客誘導および進入禁止区域をしきるための移動可能なフェンス等 

3. 馬場の入退場門から十分離れた場所に設置された観客席 

4. 競技中、審査されているアスリートの邪魔にならないような距離に設置された待機馬場 

5. 騎乗するために使う頑丈なスロープあるいは昇降台。 

6. 頑丈なフェンスや門が設置され、水はけが良く適切な状態の馬場面があり、少なく 

 とも以下の面積をとることのできる馬場： 

a. プリカプレリ：70m×30m 

b. ジムカーナ、ドレッサージュ、ウェスタン、ドリルチーム：50m×30m 

c. ワーキング・トレイル、ショーマンシップ、エクイテーション：30m×25m 

d. 待機馬場：40m×20m、または長さが 35m 以上、幅が 20ｍ以上とれるような任意

の組み合わせ。 

 

セクションセクションセクションセクション B－競技会の運営－競技会の運営－競技会の運営－競技会の運営 

1. 招待とエントリー招待とエントリー招待とエントリー招待とエントリー 

a． 競技会運営側は、日付け、時間、会場、申込書類の締め切り、種目やその他の重

要なデータを含む招待状を送る。 

b． 競技会参加に関心のある人は、エントリーフォームと事細かに記載された騎手の

プロフィールを期限内に提出しなければならない。 

2. ヘッドコーチミーティングヘッドコーチミーティングヘッドコーチミーティングヘッドコーチミーティング 

a． 競技開始の前に、大会運営側はヘッドコーチミーティングの日時を設定し、参加

者が使用する施設について分かるような機会を持つ。 

b． 大会運営側は、競技会が正しく行われるために必要となる全ての重要な情報につ

いて、参加者に提供する責任がある。 

c． 大会運営側は、参加者からの全ての質問について正確で詳細な返答を行う義務が

ある。 

d． 必要に応じて、大会運営側は別のヘッドコーチミーティングの日付けを設定する。 

3. 騎手と馬のマッチング騎手と馬のマッチング騎手と馬のマッチング騎手と馬のマッチング 

a． スペシャルオリンピックス馬術の大きな特徴は、馬が大会運営側より提供される

こと事実である。マッチングは最初にして、最も重要な段階の1つである。主催者

は、騎手のプロフィールに記載された情報に基づいて、騎乗する馬を騎手に提案
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する。だから、このプロフィールを最大限の配慮と注意を持って記載することが

重要なのである。これは、コーチの責任である。 

4. 練習練習練習練習 

a． 騎手が自分の馬を連れてきていない場合は、騎手と馬の相性を確認するために十

分な時間を割かなければいけない。 

b． 全ての騎手は、出場する競技内容を練習する資格がある。そのため、大会運営側

は以下の場所を提供しなければならない。 

1) 練習用馬場 

2) ドレッサージュ用馬場：ドレッサージュおよびプリカプレリの参加騎手用。 

3) ワーキング・トレイルのいくつかの難しい課題：ワーキング･トレイルの参加騎

手用。 

4) ジムカーナの課題 

練習中に、コーチは間違いなく明らかに馬が騎手に適切であるかどうか、確証をもたなけ

ればならない。この段階で、安全上の理由で騎乗する馬を変更することは認められる。事

前演技の後は、馬が病気か体調不良の場合に限り、変更が認められる。 

 

セクションセクションセクションセクション C－－－－ディビジョニングディビジョニングディビジョニングディビジョニング 

全ての騎手は能力に応じて競技に参加する。馬術に参加するアスリートは性別や年齢によ

って区別されない。スペシャルオリンピックススポーツルールに準じて、1つのディビジョ

ンは 3～8人の騎手で構成される。 

1. 定義：定義：定義：定義： 

a． サポート(S）：騎手が1名または2名のサイドウォーカーおよび場合によってはリー

ダーによる身体的なサポートを必要とする。馬場内で行われた手助けは全て「サ

ポート」とみなされる。 

b． 単独騎乗 (I)：単独騎乗を行う騎手は競技中はサポートされない。 

c． 身体的制限(P)：軽速歩ができない、または正座速歩ができない騎手。彼らの障害

に関する情報は騎手のプロフィールに記載されなければならない。もし身体的制

限(P)のある3人以上の騎手がある特定のディビジョンにいる場合は、2つのディビ

ジョンに分けなければならない。 

2. ディビジョンレベル：ディビジョンレベル：ディビジョンレベル：ディビジョンレベル： 

a. Aレベル：常歩、速歩／ジョグ、駈歩／ロープ。単独騎乗者のみ。騎手は国内競技

団体ルールを変更することなく競技に参加することを求められる。 

1) A：クラスで要求される全ての運動を行うことができる 

2) AP：身体的な障害により軽速歩や座った状態での速歩を行うことを禁止されて

いる騎手。 

b. Bレベル：常歩、速歩／ジョグ 

1) BI：単独騎乗者で、クラスで要求される全ての運動を行うことができる 
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2) BIP：単独騎乗者で、身体的な障害により軽速歩や正座速歩を行うことを禁止さ

れている騎手。 

3) BS：サポートあり、身体的にクラスで要求される全ての行動を行うことができ

る 

4) BSP：サポートありの騎手で身体的な障害により軽速歩や正座速歩を行うこと

を禁止されている騎手。 

c. Cレベル：騎手は常歩のみ行う 

1) CI：単独騎乗者 

2) CS：サポートあり 
  
 騎手のディビジョニングレベル 

種目 CS CI 
BS 

BSP 

BI 

BIP 

A 

AP 

ブリティッシュ式エクイテーション      

ウェスタンエクイテーション      

ワーキング・トレイル      

チームリレー      

2人組、4人組のドリルチーム      

ホルター/ブライドルクラスでのショーマンシップ 不可  不可   

ドレッサージュ 不可  不可   

プリカプレリ 不可 不可 不可 不可  

ポールベンディング 不可 不可 不可   

バレルレース 不可 不可 不可   

8の字ステークレース 不可 不可 不可   

ウェスタン 不可 不可 不可   

 

ディビジョニングの第 1 段階： 

騎手は各種目で要求される運動内容を安全にやり遂げる能力に応じてディビジョン(CS, CI, 

BS, BSP, BI, BIP, A, AP)に分けられる。この能力は、スペシャルオリンピックスのコーチ

によって騎手プロフィールに事前に記入され、アスリートのエントリーフォームとともに

提出される。 

 

騎手のプロフィールには下記の情報を記入すること。 

d. 身体的な理由により軽速歩ができない：医師による診断書が必要。 

e. 身体的な理由により正座速歩ができない：医師による診断書が必要。 

f. 身体的な理由により踵のあるブーツを履くことができない：医師による診断書が必

要。 

大会運営に際しての注意—これらの状況は審査用紙と騎手のゼッケン番号に印を付けてお

かなければならない。騎手は、登録するディビジョンに含まれるいかなる種目にも、ある

いは全てに参加してもよいが複数のディビジョンレベルに参加することはできない。 
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ディビジョニングの第 2 段階－事前演技： 

g. 全ての騎手が受けなければならない。 

h. ブリティッシュ式エクイテーションおよびストック･シート･エクイテーション演

技が騎手を適切な能力のディビジョンに分けるために行われる。 

i. 馬のマッチングと練習の後、全ての騎手は事前のエクイテーション演技に参加す

る。 

j. 全ての演技は、騎手のプロフィールに記載されたディビジョンに適したものとす

る。 

k. 全ての事前演技は、競技前に通知されなければならない。 (ヘッドコーチミーティ

ングにて、コーチハンドブック内で、等) 

l. この段階における審判の役割は重大である。事前演技の結果によって、競技者は

同等の能力を持つ騎手と競技することができるように適切なディビジョンと順序

に分けられる。未熟な演技、普通、およびとりわけ良い演技に区別するために、

審判は騎手の能力を正確に判断することが重要である。 

 

 

パートパートパートパート 3－ブリティッシュ式種目－ブリティッシュ式種目－ブリティッシュ式種目－ブリティッシュ式種目 

セクションセクションセクションセクション A－用語－用語－用語－用語 

1. 銜を受ける：銜を受けている馬は、抵抗なく手綱の軽い接点を受け入れ、騎手の拳に従

って顎と項を動かす。さらに、馬は手綱に向かって前へ運動するようにという騎手の

扶助を受け入れる。銜を受けている馬は背中が柔らかい状態で運動し、移行の際に抵

抗を示さず、アスリートに従順に運動する。 

2. 移行とは、歩法や歩調を変えることをいう。これらは、素早くかつ滑らかで唐突になら

ないように行うべきである。馬は移行の際も手元で軽く、落ち着いた状態で正しい姿

勢を維持していなければならない。 

3. 停止：停止しているときに馬は注意深く立ち、四肢に均等に体重がかかるように動かず

直立する。これは馬の両前肢・後肢が横に並んでいるかどうかで見分けがつく。 

4. 対角線：軽速歩で、騎手は外側の前足が前に出たときに立ち上がり、内側の前足が地面

に着いたときに座る。 

5. 手前変換—駈歩においては、内側の前肢が足取りを導くようにすること。騎手が方向を

変えるときは、以下のうち1つの方法で馬の先行する足を変える、あるいは手前変換を

しなければならない。 

a. 停止を入れての手前変換では馬は完全に停止し、直ちに正しい手前での駈歩発進を

行う。 

b. シンプルチェンジでは、常歩または速歩を 3－4歩以内入れて逆の手前での駈歩発

進を行う。 

c. フライングチェンジは、馬が駈歩を継続したまま空中で一間歩の中で後肢と前肢の



SO Summer Sports Rules January 2009 
EQUESTRIAN 

9 
Copyright © -2013 Special Olympics Nippon Foundation All Rights Reserved 

動きを同時に行う手前変換。 

6. リバース：リバースは方向変換であり、蹄跡から外れる方向へ行われる。 

a. 方向変換において、馬は新しく進む線に沿ってその体を屈曲させる。 

b. 馬は柔軟な状態のまま、運歩やリズム、速度を変えることなく騎手の扶助に従わな

ければならない。 

c. 軽速歩において、騎手は対角線上に変換する。 

d. 駈歩において、馬は手前変換を行う。 

 

セクションセクションセクションセクション B－服装－服装－服装－服装 

1.  短い、濃い色の乗馬ジャケット 

2.  地味な色の（白が好ましい）ライディングシャツまたはオックスフォードスタイルの

長袖または半袖のシャツ 

3.  ネクタイまたはチョーカー 

4.  乗馬ズボン 

5.  手袋の着用は任意 

6.  拍車の使用は自由だが、馬主に許可されなければならない。 

7.  悪天候の場合、アスリートがヘルメットカバーや地味な色のレインコートを着用する

ことを認める。 

8.  極度に高温な日（80Fº、27Cº以上）には、審判の判断により乗馬ジャケットを着用せ

ずに競技に参加することを認める場合がある。 

9. 踵のあるブーツ 

10. 承認されたヘルメット 

 

セクションセクションセクションセクション C－馬具－馬具－馬具－馬具 

1. 鐙付きのブリティッシュ鞍を使用すること鐙付きのブリティッシュ鞍を使用すること鐙付きのブリティッシュ鞍を使用すること鐙付きのブリティッシュ鞍を使用すること 

2.  先端を含めて 1m(3ft 3 1/2in)以内の長さの鞭 1本を使用してもよい。鞭の使用は、馬

主が鞭を使用されることに馬が慣れていると述べた場合に限り、許可される。もし騎

手の脚力が弱い場合は、自由に動かせる馬か鞭の使用に慣れた馬を割り当てなければ

ならない。 

3. 鐙鐙鐙鐙(あぶみあぶみあぶみあぶみ) 

a. 安全用鐙を使用すること。 

b. 騎手は、大会運営側が持込みを禁止し、競技会の前にエントリー情報やコーチハン

ドブックにてその旨を明記していない限り、安全用鐙と鐙革を必ず持ってくること。 

4. 頭絡頭絡頭絡頭絡 

a. 通常のカブソン鼻革、ドロップ鼻革もしくはフラッシュ鼻革を使用すること。 

b. 水勒銜を使用すること。 

c. 全ての頭絡は滑らかで頑丈でなければならない。 
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d. 馬の口に入る頭絡の全ての部分は、2つかそれ以上の金属又は材質で作られている

ものが好ましい。 

 

＜水勒銜の種類＞ 

 

 

1. ルーズリング銜環 

2. (a,b,c) 中央部分で円形の銜身が結合

している銜環 

3. エッグバット銜環 

4. レース用銜Dリング 

5. チーク付きエッグバット銜環(フル

マー) 

6. チーク付きルーズリング銜環 

7. ハーフチーク銜環 

8. ハンギングチーク銜環 

9. 直線銜環 

10.回転銜身の付いた銜環 

 

 

 

 

 

セクションセクションセクションセクション D－騎手の姿勢－騎手の姿勢－騎手の姿勢－騎手の姿勢 

1. 騎手は、演技者らしい外見でなければならない。騎座と拳は柔らかくなくてはならない。

また騎手は緊急の場合にも落ち着いている印象を与えなければならない。 

2. 基本姿勢基本姿勢基本姿勢基本姿勢 

a. 目線は上 

b. 肩は後ろに引いた状態 

c. 上体は真っ直ぐだが、堅苦しくない 

d. つま先は騎手の体型にあわせて最も適切な角度をもつ 

e. 踵は下げる 

f. ふくらはぎと腿は馬に触れていて腹帯よりやや後にある 

g. 鐙は親指の付け根あたりで踏む。（腹帯に結び付けてはいけない） 

3. 拳拳拳拳 

a. 拳は左右に若干開き、馬のき甲の上かつ前の位置に置く。指関節を内 

  側に 30度傾けて、馬の口から騎手の肘までが直線になるようにする。 
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b. 綱の持ち方は自由で、余った部分は左右どちらにあってもよい。 

c. 手綱は全て同時に持たなければならない。 

4. 運動中の姿勢運動中の姿勢運動中の姿勢運動中の姿勢 

a. 常歩、正反撞の速歩、駈歩では上体は垂直か、やや前傾姿勢。 

b. 軽速歩では上体を前傾姿勢か、垂直姿勢。 

c. 襲歩、障害飛越では上体を前傾姿勢か、垂直姿勢。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セクションセクションセクションセクション E－ドレッサージュ－ドレッサージュ－ドレッサージュ－ドレッサージュ 

種目 CS CI 
BS 

BSP 

BI 

BIP 

A 

AP 

ドレッサージュ 不可 可 不可 可 可 

 

1. 一般一般一般一般(ドレッサージュ、プリカプレリドレッサージュ、プリカプレリドレッサージュ、プリカプレリドレッサージュ、プリカプレリ) 

a. 馬場馬術の目的は、馬の身体と能力の発達を最大限に引き出すことにある。騎手と

コミュニケーションし、理解する結果として馬が冷静、柔軟で軽く、かつ、自信を

もち、集中力を保ち、鋭敏な状態になる。したがって、馬が自主的に要求された運

動を行っているかのような印象を与える。自信に満ち、集中力をもつことで騎手の

指示を自然に受け入れるようになる。 

b. 全てのドレッサージュ演技を通じて、騎手は馬に銜を受けさせる努力をするべきで

ある。ただし銜受けは馬と騎手の継続的な練習の結果であるため、貸与馬の場合は

適度な銜受けでよいものとする。 

2. 施設と配置施設と配置施設と配置施設と配置 

a. 馬場はできるだけ平らな面で、40m×20mの大きさ。この大きさは仕切りの内側で

測る。 

b. 仕切り自体は 30cm(12in)程度の低いフェンスで構成されるものとする。A地点のフ

ェンスは競技者の入退場を行うために移動しやすいものであること。A地点は馬場
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から 5ｍ以上離れた場所に設置する。 

c. 各地点の文字は、フェンスより馬場の外側に 50cm程度離れた場所にはっきりと分

かるように設置する。 

d. 全ての文字は、遠くから見ることができるようにはっきりと表示され、十分な大き

さであること。 

e. それにより、審判が各文字の配置を馬場の反対側からも識別できるよう、赤い杭を

フェンス内側に立てるかフェンスに赤い線を引く。 

f. 中央線と D，X，G地点はできる限りはっきりと印を付ける。芝生馬場の場合、中

央線の芝は周囲よりも短く刈って分かりやすくすること。砂の馬場の場合は、ロー

ラーやレーキ等で中央線を引くこと。 

g. 馬の気が散らないような範囲で、花や草木で馬場を飾っても良い。 

h. 審判の位置 

1) 2名の審判がいることが望ましい－1人は C地点、もう 1人は B か E地点に

配置すること。 

2) 審判が 1名のみの場合は、C地点で本馬場より 5ｍ程度離れて配置する。 

3) 審判ボックスは 1 人 1 つ用意する。審判に良い視界を与えるために、仕切り

は地面より 50cm以上の高さに設置すること。 
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3. 審査審査審査審査 

a. ドレッサージュの運動項目についての点数は、十分に運動が行われたか（5点以上）、

そうではなかったか（4点以下）に基づき採点する。 

b. 不正確であることで運動の難易度が下がらない限り正確さは問題としない。 

c. 馬場内の特定の地点である運動を行わなければならない場合、競技者の身体がそ

の地点に来たときにその運動を行うべきである。 

d. 問題が起きた場合、1度目であれば審判によって軽く扱われる場合がある。繰り返

して問題が生じた場合は、より厳しく減点される。 

e. 馬の転倒や落馬の場合、アスリートを失格としない。再騎乗にかかった時間や実

行しようとしていた運動に対する影響、そして総合観察や全体の印象についての

得点を決定する際に考慮するものとする 

f. 演技中に馬が馬場を出てしまった場合（四肢全てが柵または馬場周囲を仕切る線

の外にでた場合）アスリートは失格となるが、審判の裁量によって、演技は最後

まで続けてもよい。 

g. 演技の終わりに、演技において規定された以外の方法でアスリートが馬場を出た

場合は、誤りとして減点される。 

h. 不測の事態が起き演技に支障をきたした場合、審判の判断により演技を中断しア

スリートが最初もしくは適切なポイントからやり直すことを認める場合がある。 

i. 入場の鐘または笛が鳴ってから 90秒以内に入場しなかったアスリートは失格とな

る。 

j. 事前に指定された時間より早く騎手に演技を要求するためには、1～2時間前に通

知をしなければならない。 

k. 審判の採点対象となっている全ての運動や運動間の移行について、審判は数値に

よる得点をつける。各運動は 0から 10までの 10段階で採点される。最低点は 0

とし、要求される運動そのものが行われなかった場合、“不実施”として最低点が

つけられる。10点は最高得点である。 

l. 採点尺度は以下の通り： 

10  優秀  5 まず可と見る 

9  極めて良好      4 不十分 

8  良好    3 やや不良 

7  かなり良好   2 不良 

6  満足すべき演技   1  極めて不良 

   0  不実施 

m. 総合観察点や難易度の高い運動、または繰り返し行われる運動については係数が

与えられる、つまり、それらの得点に係数を掛けることとする。なお、係数は審

査用紙に記載されている。 

n. 総合観察点はアスリートの演技終了後、以下の項目についてつけられる。 
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1) 騎手のバランスと姿勢。 

2) 馬術感覚と技術、効果的な扶助。 

3) 騎手が自信を持って継続して馬を軽快に動かす。 

4) 馬の進行を指示する騎手の能力と正確性。 

o. 各演技の後、審判は速やかに総合得点をつけ、スコアラーが審査用紙を回収し、

得点を以下の手順で一覧にする。 

1) 該当する箇所については関連する係数をかけ、合計得点を計算する。 

2) 演技中の違反等による減点を各審査用紙の合計より差し引く。 

 3) グループ分けのための得点は、各審査用紙の合計を足すことで算出される。 

 4) 1名以上の審判がいる場合、全ての合計得点がグループ分けに使用される。 

 5) 2名以上の審判がいる場合は、総合得点以外に各審判による審査結果も公表す

る。 

 6) 全ての競技において、1位は一番高い総合計得点を得たアスリートとする。2

位は 2番目に得点が高いアスリートとし、以降も同様の手順で決定する。 

7) 2人のアスリートが同じ合計得点となった場合は、総合観察の得点が高い者を

上位とする。 

 8) 総合観察の得点も同点だった場合、審判はスコアシートに基づき順位を決定す

るか、同位のままとする。 

4. 歩様歩様歩様歩様 

a. 停止 

1) 停止において頸は起こして項は高い位置、頭が垂直よりやや前方に傾いている

姿勢。 

2) 馬は銜を受けた状態で軽く柔らかい接点を騎手の拳と保ち、静かに銜をかみ、

騎手からのわずかな扶助で動き出せる態勢にあるべきである。 

b. 常歩－常歩では以下の種類が認められる： 

1) 尋常―一定の、堅苦しさのない常歩で、馬は活力があり、均等でしっかりとし

たリズムをきざみながら明確に 4拍子で歩く。後肢は前肢の踏んだところを踏

むように歩く。騎手は軽く一定のコンタクトを馬の口と保つ。 

2) 中間－自由かつ一定で、堅苦しさのないある程度伸長させた常歩である。均等

でしっかりとした歩幅で歩く。後肢は前肢の踏んだところより前方を踏むよう

に歩く。騎手は軽く一定のコンタクトを馬の口と保つ。 

3) 自由－自由常歩は馬がリラックスした状態の歩調であり、頭と頸をさげて前に

伸ばして歩く。 

c. 速歩―速歩では以下の種類が認められる： 

1) 尋常－この歩様では馬が正しいバランスを維持しながら運動し、銜を受け、均

等な歩幅のバネのある歩様で、後肢も活発に動く。後肢が活発に動くというこ

とは必ずしも収縮をしていなければならないわけではない。後肢の運動によっ
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てうまれる推進力の重要性を示す。 

2) 中間－馬はより収縮した状態で運動し、歩様は自由かつある程度歩幅の伸展の

見られるもので、明確に後肢からうまれる推進力がわかるような状態。アスリ

ートが銜を受けた状態で多少馬の鼻先が垂直より前に位置し、同時に頭と首が

多少下がってくることもゆるす。歩幅はできるだけ均等に。運動は全体的にバ

ランスがとれてのびのびしたものであることが理想的。 

d. 駈歩－駈歩では以下の種類が認められる： 

1) 尋常－この歩様では馬が正しいバランスを維持しながら運動し、銜を受け、均    

等な歩幅の軽くピッチの保たれた歩様で、後肢も活発に動く。後肢が活発に動

くということは必ずしも収縮をしていなければならないわけではない。後肢の

運動によってうまれる推進力の重要性を示す。 

2) 中間－馬は自由かつある程度歩幅の伸展の見られる歩様で、明確に後肢からう

まれる推進力がわかるように運動。アスリートが銜を受けた状態で多少馬の鼻

先が垂直より前に位置し、同時に頭と首が多少下がってくることもゆるす。 

5. 騎手の姿勢と扶助騎手の姿勢と扶助騎手の姿勢と扶助騎手の姿勢と扶助 

a. 全ての運動は、明らかに見える騎手の努力なしに行われなくてはならない。 

b. アスリートはよくバランスを保ち、脚は安定させること 

c. 上体は無理なく、自然に真っ直ぐに起こす。 

d. 両拳は、互いに接近しているが触れ合わずに、また馬体にも触れることなく低い

位置に下げる。親指を上にして保つこと。 

e. 両肘と両腕は、体に近づけることで騎手が馬の動きにスムーズかつ自由について

いき、目立たずに扶助を使うことができる。 

f. 騎乗の際は、必ず両手で手綱を持たなければならない。 

6. ドレッサージュ競技課目の実施ドレッサージュ競技課目の実施ドレッサージュ競技課目の実施ドレッサージュ競技課目の実施 

a. 競技課目の読み上げ 

1) 全てのスペシャルオリンピックスドレッサージュおよびプリカプレリの競技課

目は読み上げてもよい。 

2) 競技課目の読み上げが必要な場合は、読み上げる人を用意するのはコーチの責

任である。世界大会においては、コーチがアスリートの母国語で競技課目を読

み上げてもよい。 

3) 運動の読み上げの遅れや読み上げ間違いによる経路違反は、一般の経路違反と

同様に減点対象となる。 

4) 運動の読み上げは、書いてある通りのものを、1度に限る。運動の読み上げの

繰り返しは、不当な補助とみなされる。 

5) 安全上必要な場合を除き、読み上げ人を含みいかなる人からの未許可の補助は

禁止されており、失権の対象となる。 
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b. 敬礼 

1) 敬礼時、騎手は手綱を片手に持ち、もう一方の腕を体に沿って下ろし、軽く頭

を下げて敬礼をしなければならない。 

c. 声 

1) 繰り返しの舌鼓を含むいっさいの声の使用については厳しく減点される行為で

あり、行為が行われた時点で運動に対して少なくとも１～2点の減点対象となる。 

d. 違反 

1) アスリートが経路違反をした場合（例：誤った方向への回転、運動のし忘れな

ど）審判はベルを鳴らすか笛を吹くことで警告する。必要があれば審判はアス

リートに競技課目をやり直す場所を示し、次に行われるべき運動を説明する。

その後、審判は補助なしでアスリートに運動を再開させる。 

2) 場合によっては、経路違反の際にベルを鳴らしてしまうと演技の流れを不必要

に崩してしまう恐れがある。このような状況においては、ベルを鳴らすかどう

かは審判の判断による。 

3) スペシャルオリンピックスの競技課目では、ベルが鳴らされたかどうかに関わ

らず、経路違反は以下に従って減点される。 

a) 1回目：減点１ 

b) 2回目：減点２ 

c) 3回目：減点４ 

d) 4回目：失権、ただし最後まで演技を継続してもよい 

4) アスリートが「運動項目の誤り」を犯した場合（例：敬礼時に手綱を片手で持

たなかったなど）、経路違反と同様に減点対象となる。競技課目に指定された方

法以外で退場した場合も同様に減点対象とする。 

5) 審判が違反を記録していなければ、アスリートは減点対象とならない。 

6) 減点は各審査用紙上でアスリートの獲得した各合計点より差し引かれる。 

7. ドレッサージュ演技ドレッサージュ演技ドレッサージュ演技ドレッサージュ演技 

a. ドレッサージュにおける全ての速歩運動は、競技者の希望により正反動あるいは軽

速歩で騎乗となる。 

b. 各演技は5分以内に終了しなければならない。 

c. 以下のドレッサージュ演技はスペシャルオリンピックスの競技会で使用される。こ

れらのフォームは審査用紙として使用してもよい。 
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ディビジョンディビジョンディビジョンディビジョンA/AP トレーニングレベルテストトレーニングレベルテストトレーニングレベルテストトレーニングレベルテスト1 
競技会名: ____________________________    日付: ______________________________  No: _____________ 

馬の名前: ____________________________  騎手の名前: _____________________________________________ 

テストの目的：馬の筋肉が柔軟でほぐれていることを確認し、馬が銜を受けながらも明確かつ安定したリズムで自由に前進でき

るかを確認する。 

停止への、および停止からの移行については、歩行によって行われてもよい。 

状態: ___________________________________________    平均時間：4:00 

馬場：小規模 (20m x 40m)   最高得点：210 

テストテストテストテスト  得点得点得点得点 係数係数係数係数 合計合計合計合計 備考備考備考備考 

1. A 

X 

尋常速歩で入場 

停止、敬礼 

尋常速歩で発進 

    

2. C 

E 

左に進む 

左に20m旋回する 

    

3. KA間 左尋常駈歩発進     

4. A 左に20mの輪乗り     

5. BM間  尋常速歩 

 

    

6. C地点 中間常歩 

 

    

7. HXF 

F 

自由常歩 

中間常歩 

 
2 

  

8. A 尋常速歩 

 

    

9. E 右に20mの輪乗り 

 

    

10. HC間 右尋常駈歩発進     

11. C 右へ20mの輪乗り     

12. BF間 尋常速歩 

 

    

13. A 

X 

中央線に入る 

停止、敬礼 

    

A地点より常歩にて馬場を退場する • 速歩を行う必要がある場合は、座位速歩、立位速歩あるいはそれらの組み合わせを使うこと。 

総合観察点総合観察点総合観察点総合観察点 得点得点得点得点 係数係数係数係数 合計合計合計合計 備考備考備考備考 

騎手のバランスと姿勢。  2   

馬術の感覚と技術、効果的な扶助。  2   

騎手の自信と馬の快活性  2   

馬のコントロールと正確さ  1   

特記事項特記事項特記事項特記事項:     小計小計小計小計:  ___________ 

 違反違反違反違反: (- __________ ) 

 総合得点総合得点総合得点総合得点:  ___________ 

審判名：  _______________________________________________________________________________________ 

審判のサイン:      ___________________________________________________________________________________ 
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ディビジョンディビジョンディビジョンディビジョンA/AP トレーニングレベルテストトレーニングレベルテストトレーニングレベルテストトレーニングレベルテスト2 
競技会名: _____________________________  日付: _________________________  No: _____________ 

馬の名前: _____________________________  騎手の名前: _____________________________________________ 

テストの目的：馬の筋肉が柔軟でほぐれていることを確認し、馬が銜を受けながらも明確かつ安定したリズムで自由に前進でき

るかを確認する。 

停止への、および停止からの移行については、常歩を入れて行われてもよい。 

状態: ___________________________________________    平均時間：4:30 

馬場：小規模 (20m x 40m)   最高得点：230 

テストテストテストテスト  得点得点得点得点 係数係数係数係数 合計合計合計合計 備考備考備考備考 

1. A 

X 

尋常速歩で入場 

停止、敬礼 

尋常速歩で発進 

    

2. C 

B 

右手前蹄跡に入る 

右へ回転 

    

3. E 左へ回転     

4. A 中間常歩     

5. FXM 

M 

自由常歩 

中間常歩 

 
2 

  

6. C 尋常速歩 

 

    

7. E 左へ20m半輪乗り     

8. アプローチ 

B 

B 

B 

 

左駈歩発進 

左に20mの輪乗り 

蹄跡を進む 

    

9. BM間 尋常速歩     

10. E 左に回転     

11. B 右に回転     

12. E 右へ20m半輪乗り     

13. アプローチ 

B 

B 

B 

 

右手前尋常駈歩発進 

20mの輪乗り 

    

14. BF間 尋常速歩     

15. A 

X 

中央線に入る 

停止、敬礼 

    

A地点より常歩にて馬場を退場する • 速歩を行う必要がある場合は、正座軽速歩、立位速歩あるいはそれらの組み合わせを使うこと。 

総合観察点総合観察点総合観察点総合観察点 得点得点得点得点 係数係数係数係数 合計合計合計合計 備考備考備考備考 

騎手のバランスと姿勢。  2   

馬術感覚と技術、効果的な扶助。  2   

騎手の自信と馬の快活さ  2   

馬をコントロールする能力と正確さ  1   

特記事項特記事項特記事項特記事項:     小計小計小計小計:  ___________ 

 違反違反違反違反: (- __________ ) 

 総合得点総合得点総合得点総合得点:  ___________ 

審判名：  _______________________________________________________________________________________________ 

審判のサイン: _________________________________________________________________________________________ 
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レベルレベルレベルレベル BI/BIP USDF    初級レベルテスト初級レベルテスト初級レベルテスト初級レベルテスト1 
（（（（United States Pony Club D-1 テスト）テスト）テスト）テスト） 

（常歩―（常歩―（常歩―（常歩―速歩速歩速歩速歩）））） 

競技会名: ________________________________ 日付: ______________________________  No: _____________ 

馬の名前: _______________________________  騎手の名前: _____________________________________________ 

馬場：小規模 (20m x 40m)   最高得点：160 

 

テストテストテストテスト 

 得点得点得点得点 備考備考備考備考 

1. A 

X 

尋常速歩で入場 

中間常歩に移行 

  

2. C 

MXK間 

K 

蹄跡右手前 

自由常歩 

中間常歩 

  

3. A 尋常速歩発進 

長蹄跡を通りＣ点まで 

  

4. C 左に20ｍの輪乗り 

 

  

5. HXF間 

 

斜めに手前を変える 

尋常速歩 

 
 

6. A 右に20mの輪乗り 

 

  

7. AKE間 

E 

尋常速歩右へ回転  
 

8. B 右へ回転   

9. A 

X 

中央線に入る 

中間常歩を入れて停止 敬

礼 

  

A地点より手綱を伸ばした自由常歩 にて馬場を退場する  

速歩を行う必要がある場合は、正座速歩、軽速歩あるいはそれらの組み合わせを使うこと。 

 

 

 

 

総合観察点総合観察点総合観察点総合観察点 得点得点得点得点 係数係数係数係数 合計合計合計合計 備考備考備考備考 

騎手のバランスと姿勢。  2   

馬術感覚と技術、効果的な扶助。  2   

騎手の自信と馬の軽快さ。  2   

馬をコントロールする騎手の能力と正確さ。  1   

特記事項特記事項特記事項特記事項:     小計小計小計小計:  ___________ 

 違反違反違反違反: (- __________ ) 

 総合得点総合得点総合得点総合得点:  ___________ 

審判名：  _______________________________________________________________________________________________ 

審判のサイン: __________________________________________________________________________________________ 



SO 夏季スポーツ 公式ルール 2009年改訂版 
馬術 

20 
Copyright © -2013 Special Olympics Nippon Foundation All Rights Reserved 

レベルレベルレベルレベル BI/BIP USDF    初級レベルテスト初級レベルテスト初級レベルテスト初級レベルテスト2 
（（（（United States Pony Club D-2 テスト）テスト）テスト）テスト） 

（常歩―（常歩―（常歩―（常歩―速速速速歩）歩）歩）歩） 

競技会名: _____________________________  日付: ______________________________  No: _____________ 

馬の名前: _____________________________  騎手の名前: _____________________________________________ 

馬場：小規模 (20m x 40m)   最高得点：160 

テストテストテストテスト  得点得点得点得点 備考備考備考備考 

1. A 

 

尋常速歩で入場 

C地点まで 

  

2. C 

HEKAFB間 

蹄跡右手前 

尋常速歩 

  

3. B 左に20mの輪乗り 

 

  

4. B 

C 

Cまで蹄跡を進む 

中間常歩 

  

5. HXF間 

F 

自由常歩 

中間常歩 

 
 

6. A 尋常速歩発進   

7. E 

E 

右に20mの輪乗り 

蹄跡行進 

 
 

8. MXK間 斜めに手前変換 

尋常速歩 

  

9. A 

X 

中央線に入る 

中間常歩をいれて停止、敬

礼 

  

A地点より手綱を伸ばした自由常歩にて馬場を退場する  

速歩を行う必要がある場合は、正座速歩、軽速歩あるいはそれらの組み合わせを使うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合観察点総合観察点総合観察点総合観察点 得点得点得点得点 係数係数係数係数 合計合計合計合計 備考備考備考備考 

騎手のバランスと姿勢。  2   

馬術感覚と技術、効果的な扶助。  2   

騎手の自信と馬の軽快さ。  2   

馬をコントロールする騎手の能力と正確さ。  1   

特記事項特記事項特記事項特記事項:     小計小計小計小計:  ___________ 

 違反違反違反違反: (- __________ ) 

 総合得点総合得点総合得点総合得点:  ___________ 

審判名：  _______________________________________________________________________________________________ 

審判のサイン:    ______________________________________________________________________________________ 
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レベルレベルレベルレベル CI    ディビジョンディビジョンディビジョンディビジョンC    ドレッサージュテストドレッサージュテストドレッサージュテストドレッサージュテスト 
スペシャルオリンピックススペシャルオリンピックススペシャルオリンピックススペシャルオリンピックス    常歩テスト常歩テスト常歩テスト常歩テスト #1 

競技会名: _____________________________   日付: ______________________________  No: _____________ 

馬の名前: ____________________________    騎手の名前: _____________________________________________ 

状態: ___________________________________________     

馬場：小規模 (20m x 40m)   最高得点：150 

 

テストテストテストテスト  得点得点得点得点 備考備考備考備考 

1. A 

X 

尋常常歩で入場 

半敬礼し、尋常常歩で進む 

  

2. C 

E 

左に進む 

左へ曲がる 

  

3. X 右に20m旋回する 

 

  

4. X 

 

左に20m旋回する 

 

  

5. B 

 

左に曲がる  
 

6. C 

 

5秒間停止する 

尋常常歩で進む 

  

7. HXF 

F 

手綱を伸ばした自由常歩 

尋常常歩 

 
 

8. A 

X 

中央線に入る 

中間情報を入れて停止、敬

礼 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合観察点総合観察点総合観察点総合観察点 得点得点得点得点 係数係数係数係数 合計合計合計合計 備考備考備考備考 

騎手のバランスと姿勢。  2   

馬術感覚と技術、効果的な扶助。  2   

騎手の自信と馬の軽快さ。  2   

馬をコントロールする騎手の能力と正確さ。  1   

特記事項特記事項特記事項特記事項:     小計小計小計小計:  ___________ 

 違反違反違反違反: (- __________ ) 

 総合得点総合得点総合得点総合得点:  ___________ 

審判名：  _______________________________________________________________________________________________ 

審判のサイン: __________________________________________________________________________________________ 
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レベルレベルレベルレベル CI    ディビジョンディビジョンディビジョンディビジョンC    ドレッサージュテストドレッサージュテストドレッサージュテストドレッサージュテスト 
スペシャルオリンピックススペシャルオリンピックススペシャルオリンピックススペシャルオリンピックス    常歩テスト常歩テスト常歩テスト常歩テスト #2 

競技会名: _____________________________  日付: ______________________________  No: _____________ 

馬の名前: ____________________________    騎手の名前: _____________________________________________ 

状態: ___________________________________________     

馬場：小規模 (20m x 40m)   最高得点：140 

 

テストテストテストテスト  得点得点得点得点 備考備考備考備考 

1. A 

X 

尋常常歩で入場 

半敬礼し、尋常常歩で進む 

  

2. C 

MXK 

右に進む 

手綱を変える 

  

3. A 左に20m旋回する 

 

  

4. FXH 

X 

手綱を変える 

5秒間停止する 

尋常常歩でHまで進む 

  

5. C 

 

右に20m旋回する 

 

 
 

6. MBF 

 

手綱を伸ばした自由常歩 

尋常常歩 

  

7. A 

X 

中央線に入る 

中間情報を入れて停止、敬

礼 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合観察点総合観察点総合観察点総合観察点 得点得点得点得点 係数係数係数係数 合計合計合計合計 備考備考備考備考 

騎手のバランスと姿勢。  2   

馬術感覚と技術、効果的な扶助。  2   

騎手の自信と馬の軽快さ。  2   

馬をコントロールする騎手の能力と正確さ。  1   

特記事項特記事項特記事項特記事項:     小計小計小計小計:  ___________ 

 違反違反違反違反: (- __________ ) 

 総合得点総合得点総合得点総合得点:  ___________ 

審判名：  ______________________________________________________________________________________________ 

審判のサイン: _________________________________________________________________________________________ 
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セクションセクションセクションセクション F－プリカプレリ－プリカプレリ－プリカプレリ－プリカプレリ 

種目 CS CI 
BS 

BSP 

BI 

BIP 

A 

AP 

プリカプレリ 不可 不可 不可 不可 可 

 

1. 一般一般一般一般 

ドレッサージュのセクションを参照すること。 

2.施設と配置施設と配置施設と配置施設と配置 

a. 馬場は馬場馬術と同様に設置し大きさは 20×60ｍとする 

b. 障害コース 

1） 第１障害、第 2 障害は中央線上に、各障害の中央が X より 11m(36in)離れる

よう A，X，Cのライン上に設置。 

2） 第１障害、第 2障害の高さは 45cm（18in）とする 

3） 第 3障害、第 4障害は埒より 2.5ｍ(8in)離れた位置で直線 BXEのライン上に

設置 

4） 第 3障害は 60cm（24in）とする 

5） 第 4障害は高さ 60cm（24in）、幅 60cm（24in）以下のオクサー 

6） 障害の一番上の部分は障害スタンドに設置された障害カップに収めること。 

7） 障害は白または自然な色に塗る。花や小さな植え込みで飾ってもよい。 

8） 障害の長さは 3m（10ft）以上、3.6m (12ft)未満とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1障害 

第 2障害 

第 3障害 第 4障害 
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3. 審査審査審査審査                                                                                                                                                                             

a. 馬場馬術課目と同様に競技課目における各運動は 0～10までの点数がつけられる 

b. 飛越における減点 

1） 障害の落下 減点２ 

2） 1回目の拒止（逃避） 減点３ 

3） 2回目の拒止 減点３ 

4） 3回目の拒止 失権、ただしアスリートは演技を継続してもよい 

c. 経路違反 

1） 1回目 減点１ 

2） 2回目 減点２ 

3） 3回目 減点４ 

4） 4回目以降 失権、ただしアスリートは演技を継続してもよい 

5） 声扶助の使用 減点２ 

d. 審査用紙では馬場馬術と同様に各運動についての得点は合計され、合計点より減点

が差し引かれる。 

4．．．． プリカプレリ競技課目プリカプレリ競技課目プリカプレリ競技課目プリカプレリ競技課目 

a. 競技課目をアスリートに対して読み上げてもよい。競技課目の読み上げについては、

ドレッサージュのセクションを参照すること。 

b. 他に記載がない限り、常歩は尋常、速歩は軽速歩で行う。 
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レベルレベルレベルレベル A/AP    プリカプレリテストプリカプレリテストプリカプレリテストプリカプレリテスト 
競技会名: _______________________    日付: _______________________  No: _____________ 

馬の名前: _______________________   騎手の名前: _____________________________________________ 

馬場：小規模 (20m x 40m)    最高得点：200 

テストテストテストテスト  得点得点得点得点 備考備考備考備考 

1. A 

AKEHC 

入場ただちに停止し敬礼 

蹄跡右手前、尋常常歩でC地点ま

で進む 

  

2. CM間 

A 

 

 

C 

A地点まで尋常速歩 

第1障害を右手に、第2障害を左手

に見ながら、2つの弧を描き中央を

下る 

左に曲がる 

  

3. E 

 

BM 

EB 上に左へ半円を描き、第1障害

を跳ぶ 

尋常速歩でC地点まで 

  

4. C 

 

 

A 

第2障害を左手に、第1障害を右手

に見ながら、2つの弧を描き中央を

下る 

右へ曲がる 

  

5. E EB 上に右へ半円を描き、第2障害

を跳ぶ 

  

6. BF 

AKEH 

尋常速歩 

正座尋常速歩 

  

7. HC間 

MBFAKEHC 

右手前尋常駈歩 

蹄跡を進む 

  

8. C点通過 

 

右へ曲がり第3障害を飛越し、第1

障害を右手に見ながらA点付近の

蹄跡を進む 

  

9. H手前 

C 

MX間 

X 

XK 

尋常速歩 

常歩 

尋常常歩で斜め手前変換 

停止 不動 6秒間 

尋常常歩 

  

10. A 座位尋常速歩   

11. MC間 

HEKAFBMC 

左手前尋常駈歩発進 

Ｃまで蹄跡を進む 

 
 

12. Cを通過 

 

左に曲がり第4障害を跳び、第1障

害を左手に見ながらAとる付近の

コースへ戻る 

  

13. M手前 

C 

E 

X 

尋常速歩 

常歩 

EX上に左へ半円を描く 

停止し、審判に向かい敬礼した後、

手綱を伸ばした自由常歩でA地点

より馬場を退場 

  

A地点より常歩にて馬場を退場する • 速歩を行う必要がある場合は、座位速歩、立位速歩あるいはそれらの組み合わせを使うこ

と。 

総合観察点総合観察点総合観察点総合観察点 得点得点得点得点 係数係数係数係数 合計合計合計合計 備考備考備考備考 

騎手のバランスと姿勢。  2   

馬術感覚技術、効果的な扶助。  2   
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騎手の自信と馬の軽快さ  2   

馬をコントロールするする騎手の能力と正確さ。  1   

特記事項特記事項特記事項特記事項:     小計小計小計小計:  ___________ 

 違反違反違反違反: (- __________ ) 

 総合得点総合得点総合得点総合得点:  ___________ 

審判名：  _______________________________________________________________________________________________ 

審判のサイン: __________________________________________________________________________________________ 
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セクションセクションセクションセクション G－ブリティッシュ式エクイテーション－ブリティッシュ式エクイテーション－ブリティッシュ式エクイテーション－ブリティッシュ式エクイテーション 

     

種目 CS CI 
BS 

BSP 

BI 

BIP 

A 

AP 

ブリティッシュ式エクイテーション 可 可 可 可 可 

 

1. 一般一般一般一般 

a. ブリティッシュ式エクイテーションは、馬のマッチングと練習後に事前演技として

必須である。 

b. ブリティッシュ式エクイテーションは、馬術競技で選択できる一種目でもある。 

c. 馬場に配置された審判は、騎手に指示する。 

d. 世界大会においては、コーチあるいはコーチに指名された人が騎手の母国語で指示

を与える。指示は審判の言葉通りに翻訳され、いかなる追加のコメントをつけては

ならない。指示を出す人の隣に通訳を立たせてもよい。 

e. 事前演技については、大会運営側よりできるだけ早く案内されなくてはならず、な

るべくエントリー情報かコーチハンドブックに記載すること。特定のテストに関し

ては、競技会場で行われる最初のコーチミーティングにおいて案内されなくてはな

らない。 

2. 規程演技と要規程演技と要規程演技と要規程演技と要件件件件 

a. 騎手は、自分の参加するディビジョンに適切な歩様にて演技する。 

b. 騎手は、審判と大会主催者に決定されたいかなる適切な演技について、実施を求め

られる場合がある。 

c. 全ての騎手は、クラスの要件に含まれる適切な演技を行う必要がある。演技は、集

団か個別に行われる。 

d. 全ての演技はフラットワークでなければならない。 

e. 審判は少なくとも3つのテストを要求しなければならない。 

f. 騎手は姿勢、扶助および馬のコントロールに関して評価される。審査の際には馬の

パフォーマンスの結果も結果を得るために使用された手法も同等に扱わなければな

らない。 

g. 競技者は、ゲートにて審判に呼ばれ馬場へ入場する。 

h. 騎手は、審判の要求に応じて個人、またはグループで馬場を両手前に周回すること

を求められる。 

1) 軽速歩では騎手は正しい手前が求められる。 

3. ブリティッシュ式エクイテーションテスト－審判は以下のテストより選ぶブリティッシュ式エクイテーションテスト－審判は以下のテストより選ぶブリティッシュ式エクイテーションテスト－審判は以下のテストより選ぶブリティッシュ式エクイテーションテスト－審判は以下のテストより選ぶ: 

a. 総合的に尋常常歩、尋常速歩 尋常駈歩を行う 

b. 移行： 

1) レベルC—自由常歩/尋常常歩 

2) レベルB—常歩/速歩/常歩 
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3) レベルA—速歩/駈歩/速歩 あるいは 常歩/駈歩/速歩 

c. 常歩、速歩あるいは駈歩から停止(4～6秒) 

d. 常歩あるいは速歩で巻き乗り（10m）を描く 

e. 速歩あるいは駈歩で輪乗り（20m）を描く 

f. 常歩あるいは速歩で8の字を描く (6～15m内の円) 

g. 常歩あるいは速歩で斜めに進む 

h. 常歩あるいは速歩で半巻を描きながら手前変換を行う 

i. 軽速歩で舵乗りし、軽速歩の手前を変える (レベルAの騎手用) 

j. 駈歩で手前変換、常歩、もしくは停止を入れた手前変換を行う 

k. 駈歩で8の字 (15～20m内の円)をし、騎手が円から円へ移動しながらシンプルチェ

ンジで正確な手前にする 
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セクションセクションセクションセクション H－トレイル－トレイル－トレイル－トレイル 

    種目 CS CI 
BS 

BSP 

BI 

BIP 

A 

AP 

トレイル 可 可 可 可 可 

 

1．．．． 一般一般一般一般 

a. トレイルを行う馬は障害物を飛越したり通過したりすることが求められる。 

b. コースおよび審判の準備ができるまで、いかなる馬もトレイルコースに入場するこ

とはできない。 

c. 騎手は、クラス開始前に審判が案内している際に歩いてコースを下見してもよい。 

d. コースデザイナーは安全を第一に考え、事故発生の可能性を最小限に留めるように

全てのコースや障害の設営を行うこと。 

e. 審判は競技前に必ずコースを歩くこと。審判は、危険あるいは走行不可能とみなし

たコースをいかようにも変更する、または障害を変更、撤去を命じる権限と義務を

持つ。 

f. 障害間の走行歩様の安全性については審判の判断に従うものとする。 

g. 運営側は、90秒以内に走行を完了できるコースを作成することが望ましい。 

h. コースデザインは各馬が参加ディビジョンのレベルに指定され、採点対象となる歩

様を全て含むものであるように行うこと。 

i. 該当するディビジョンにおいてはコース上で最低 10m（30ft）の速歩、15m（50ft）

の駈歩を行うのに十分なスペースを取ること 

j. 屋外施設では天然障害（横木、小川、低木の茂み、丘陵、溝など）を、安全かつ審

判が審査しやすい位置にあることを条件に含めることを推奨する。 

k. トレイルクラスにおいてのみ、地味な色のバンテージとプロテクターを馬の足に着

用させても良い。 

l. 必須障害個数 

1) ディビジョン A、APのアスリート 

a) 規定要素 3個と、選択要素３個以上を含めること 

b) コース要素は最低 6個、最高 10個 

2) ディビジョン CI、BI、IP 

a) 規定要素を 3個含めること 

b) コース要素は最低 5個、最高 7個 

3) ディビジョン CS、BS、SP 

a) 規定要素を 2個含めること 

b) コース要素は最低４個、最高 6個 

 

2．．．． 審査審査審査審査 

a. 各参加者は、指定された経路に沿って馬を導く能力を審査される。騎手の扶助に
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応えながら障害物を通り抜ける馬に評価が与えられる。 

b. 馬が障害物を飛び越えるまでに長時間かかっている場合は、審判は次の障害に進

むように促すことが推奨される。馬は障害に向かう際に不必要に時間をかけた場

合、減点の対象となる。 

c. 「コース違反」の定義： 

1) 障害を反対側または誤った方向より飛越した場合 

2) 規定のパターン以外で飛越した場合 

3) 審判の指示なく障害を飛越し、次に進んだ場合 

4) 飛越の順序を誤った場合 

5) 審判の指示に従った飛越を行わなかった場合 

d. コース違反に対しては、騎手は該当する障害についての点数がつかないものとす

るが、失格にはならない。コース違反を犯した騎手は、規程のコースを順守した

騎手の下位となる。 

3. ワーキング・トレイルの要素ワーキング・トレイルの要素ワーキング・トレイルの要素ワーキング・トレイルの要素 

a． 不適切な障害物 

1) タイヤ 

2) 動物（生死に関係なく） 

3) 隠し障がい 

4) 下馬の後の再度乗馬 

5) 飛越用障害 

6) 揺れたり、浮いたり、動いたりするような橋 

7) 炎、ドライアイス、消火器など 

8) 転がるような位置に持ち上げて置かれている横木やポール 

b． 必須障害物 

1) 4 つ以上の横木またはポールをまたぐ 

a) ポールは直線、カーブ、ジグザグいずれのおき方でもよい 

b) 横木間の距離は馬が通る道筋で計測する 

i 常歩通過（高さのないもの）－40～50cm（15～20in）離して設置 

ii 常歩通過（高さのあるもの）－56cm（22in）離して設置、地面から上

の部分まで計測して 30cmまで持ち上げて設置可能 

iii 速歩／ジョグ通過 － 90cm～107cm（3in～3ft6in）離して設置 

iv 駈歩／ロープ通過－ 2m（6～7ft）以上離して設置 

2) 常歩、速歩もしくは駈歩での障害物の舵乗り 

a) 障害は以下のものを含めてもよい 

i オレンジのコーン 

ii プラスチックまたは木製など安全で適切な素材でできた2m程度の高さ

の柱（馬の進路を妨害しないような基盤に設置されたもの） 



c. 

Copyright © 

iii

iv

3）馬場内の指定の場所から別の指定の場所まで物を運搬する

や金属性の缶を使用してはならない。

c. 障害物 

1) 木製の橋を渡る

a) 

b) 

c) 

2) 郵便受けからものを出し入れする

3) 黒板に円、正方形、十字やその他の図形を描く。

4) 迷路を導く。（以下に示された

5) 長さ

は指定の横木をまたいで四角に入り、指定の運動を行い、指定された横木をま

たいで四角から出る

6) ゼッケンのかかった

Copyright © -2013 Special Olympics Nippon

・バレル、ドラム缶

・安全なプランターなどに植えられた植物

・アスリートが怪我しないように整えられた天然の障害（木やブッシ

ュなど）

iii 各障害物間の距離は以下の基準以上であること：

・常歩、ジョグ／速歩の場合は

・速歩／

・ロープ／駈歩の場合は

iv 補助を必要とする騎手用のコースを設計する場合、設計者はサイドウォ

ーカーが通る幅も考慮すること。

馬場内の指定の場所から別の指定の場所まで物を運搬する

や金属性の缶を使用してはならない。

木製の橋を渡る

 橋は丈夫で安定したものでなければならない

 幅は 1m以上、長さは

 推奨設計・設置方法：

郵便受けからものを出し入れする

黒板に円、正方形、十字やその他の図形を描く。

迷路を導く。（以下に示された

長さ 1.55m以上の

は指定の横木をまたいで四角に入り、指定の運動を行い、指定された横木をま

たいで四角から出る

ゼッケンのかかった

2013 Special Olympics Nippon

・バレル、ドラム缶

・安全なプランターなどに植えられた植物

・アスリートが怪我しないように整えられた天然の障害（木やブッシ

ュなど） 

各障害物間の距離は以下の基準以上であること：

・常歩、ジョグ／速歩の場合は

速歩／3ｍ 

・ロープ／駈歩の場合は

補助を必要とする騎手用のコースを設計する場合、設計者はサイドウォ

ーカーが通る幅も考慮すること。

馬場内の指定の場所から別の指定の場所まで物を運搬する

や金属性の缶を使用してはならない。

木製の橋を渡る 

橋は丈夫で安定したものでなければならない

以上、長さは

推奨設計・設置方法：

郵便受けからものを出し入れする

黒板に円、正方形、十字やその他の図形を描く。

迷路を導く。（以下に示された

以上の 4本の横木（

は指定の横木をまたいで四角に入り、指定の運動を行い、指定された横木をま

たいで四角から出る。 

ゼッケンのかかった 2頭の木馬の間（中央で
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・バレル、ドラム缶 

・安全なプランターなどに植えられた植物

・アスリートが怪我しないように整えられた天然の障害（木やブッシ

各障害物間の距離は以下の基準以上であること：

・常歩、ジョグ／速歩の場合は

・ロープ／駈歩の場合は 10m 

補助を必要とする騎手用のコースを設計する場合、設計者はサイドウォ

ーカーが通る幅も考慮すること。

馬場内の指定の場所から別の指定の場所まで物を運搬する

や金属性の缶を使用してはならない。 

橋は丈夫で安定したものでなければならない

以上、長さは 1.83m以上のものとする

推奨設計・設置方法： 1.22m×2.44m

郵便受けからものを出し入れする 

黒板に円、正方形、十字やその他の図形を描く。

迷路を導く。（以下に示された 2E の図）

本の横木（またはレール）で作られた四角形

は指定の横木をまたいで四角に入り、指定の運動を行い、指定された横木をま

頭の木馬の間（中央で
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馬場内の指定の場所から別の指定の場所まで物を運搬する
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以上のものとする 
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はレール）で作られた四角形。アスリート
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幅）を通過する。 
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・アスリートが怪我しないように整えられた天然の障害（木やブッシ

補助を必要とする騎手用のコースを設計する場合、設計者はサイドウォ

ビニール袋

を直接地面に設置 

アスリート

は指定の横木をまたいで四角に入り、指定の運動を行い、指定された横木をま
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7) 馬を着地横木の前、上、あるいは通過後に停止させる。 

8) 低木の間または上を通過する。 

9) L字、V字、Z字に地面に設置されたポールの間を通過する。 

10) 曳いたり、飛越せずに溝に入ったり出たりする。 

11) その他外乗りをした際に出会うような安全で通り抜け可能な障害物を含めても

よい。（馬の全長を前肢から後肢まで1.53m、あるいは5ftとして計算しこれら

の障害物を設計すること）これらの障害については、審判の承認が必要となる。 

12) 2つ以上の障害物を組み合わせての設置も可能。 
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ウォークオーバーウォークオーバーウォークオーバーウォークオーバー 

  

常
歩

 
 
速

歩
 
 
駈

歩
 
 
合

計
 

順
位

 
 

5ft～7ft 

速歩(トロット) 

ロープ 

左手前 

3ft～3ft6in 

ポール間の幅は 1歩幅以上取れるように 

2倍および 3倍にしてもよい 

3ft～3ft6in 

トロットオーバー 

20～24in 15～24in 

カーブ型 

20～24in 
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4 －ウェスタン種目－ウェスタン種目－ウェスタン種目－ウェスタン種目 

セクションセクションセクションセクション A－用語－用語－用語－用語 

1. 手前変換（リードチェンジ）—ロープにおいては、内側の前肢が足取りを導くようにす

ること。騎手が方向を変えるときは、以下のうち1つの方法で馬の先行する足を変える、

あるいはリードチェンジをしなければならない。 

a. 停止を入れての手前変換では馬は完全に停止し、直ちに正しい手前での駈歩発進を

行う。 

b. シンプルチェンジでは、常歩または速歩を 3－4歩以内入れて逆の手前での駈歩発進

を行う。 

c. フライングチェンジは、馬が駈歩を継続したまま空中で一間歩の中で後肢と前肢の

動きを同時に行う手前変換。 

2. ジョグジョグジョグジョグ—ウエンスタン式規律として扱われるゆっくりとした速歩。 

3. ロープロープロープロープ—ウエンスタン式規律として扱われるゆっくりとした駈歩。 

4. リバースリバースリバースリバース—リバースは方向転換のことで、レールの方向から外れてしまった場合に行わ

れる。 

a. 方向変換において、馬は新しく進む線に沿ってその体を屈曲させる。 

b. 馬は柔軟な状態のまま、運歩やリズム、速度を変えることなく騎手の扶助に従わな

ければならない。 

c. ロープにおいて、馬はリードチェンジをしなければならない。 

 

セクションセクションセクションセクション B－服装－服装－服装－服装 

1. ズボン／ジーンズズボン／ジーンズズボン／ジーンズズボン／ジーンズ 

2. 襟付きでおちついた色の長袖シャツ襟付きでおちついた色の長袖シャツ襟付きでおちついた色の長袖シャツ襟付きでおちついた色の長袖シャツ 

3. ベルトループを通したベルトベルトループを通したベルトベルトループを通したベルトベルトループを通したベルト 

4. ネクタイ、スカーフ、ループタイ、チャップス、手袋は着用してもよいネクタイ、スカーフ、ループタイ、チャップス、手袋は着用してもよいネクタイ、スカーフ、ループタイ、チャップス、手袋は着用してもよいネクタイ、スカーフ、ループタイ、チャップス、手袋は着用してもよい 

a． ジムカーナ、ショーマンシップのクラスでのチャップス着用は禁止 

b． 公認のヘルメットの上にウェスタンハットをかぶってもよいが必須ではない 

5. 滑らかな足底と踵のついたブーツあるいは靴が望ましい。滑らかな足底と踵のついたブーツあるいは靴が望ましい。滑らかな足底と踵のついたブーツあるいは靴が望ましい。滑らかな足底と踵のついたブーツあるいは靴が望ましい。 

6. 拍車の使用は自由拍車の使用は自由拍車の使用は自由拍車の使用は自由 

 

セクションセクションセクションセクション C－馬具－馬具－馬具－馬具 

1. 鞍鞍鞍鞍 

a. 鞍は騎手にあったものでなくてはならない。 

b. 前橋（フォーク）はスリック型でもスウェルド型でもよい。 

c. 鐙は自由にぶらさがっている状態でなくてはならず、それを妨げるものを加えた

り取り除いたりしてはならない。 

d. 安全用鐙を使用すること 
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最長 

8 1/2in 

最長 

8 1/2in 

2. 銜と頭絡銜と頭絡銜と頭絡銜と頭絡 

a． 一般的なウェスタン銜（ビット）は最大２１cm（8.5in）の長さのシャンクがつい

ているものと定義される。シャンクは固定されている場合と、されていない場合

がある。 

b． 口に入るマウスピースは直径 75mm(3/8in)から 3cm（3/4in）以内のストレート型

やジョイント型などの金属製のバーである。 

c． ビットの中央に付属するローラー以外は水平面より下に伸びていてはならない。

スゥイベルポートや平らのポロマウスピースの使用は認められる。各シャンクに

手綱をつけなければならない。 

d． 革のチンストラップやカーブチェーンの使用は認められるが１cm（1/2in）以上の

幅のあるものでなくてはならず、馬のあごに沿って平らになっていなければなら

ない。 

e． 手綱はシャンク(銜)につなげなくてはならない。 

f． 革のあご紐あるいはくつわ鎖を使用してもよいが、最低1cm(1/2in) 以上の幅があ

り、馬の顎に対してちょうど合うものでなければならない。 

 

 

セクションセクションセクションセクションD－－－－騎手騎手騎手騎手の姿勢の姿勢の姿勢の姿勢 

1. 旗手は騎座、拳、馬の運動、人馬の組み合わせ、騎手にとっての馬の適性について審旗手は騎座、拳、馬の運動、人馬の組み合わせ、騎手にとっての馬の適性について審旗手は騎座、拳、馬の運動、人馬の組み合わせ、騎手にとっての馬の適性について審旗手は騎座、拳、馬の運動、人馬の組み合わせ、騎手にとっての馬の適性について審

査される査される査される査される 

2. 基本姿勢：基本姿勢：基本姿勢：基本姿勢： 

a. 体全体が無理なく、リラックスし、柔軟な状態。 

b. 騎手は鞍の中央に座り、横から見て脚は耳、肩、腰、踵の後ろが一直線になるよ

うな位置。 

c. 鐙は踵がつま先よりやや下の位置で、膝を軽く曲げ、膝の直下につま先を置ける

使用可能なシャンク（銜） 使用可能なチンストラップ 



d.

e.

3. 拳：拳：拳：拳：

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

4. 運動中の姿勢：運動中の姿勢：運動中の姿勢：運動中の姿勢：

a.

b.

c.

Copyright © 

ような長さが適切。

d. 鐙ははき、足の親指の付け根あたりに体重をかける。鐙の幅はウェスタンでは鞍

によって異なるので適性を検討する。幅が広すぎると正しい位置に足があったと

しても間違っているように見えることがあるので注意が必要。

e. 腕はリラックスした状態で、肩をひいて下げ、上腕は体幹と直線になるように。

手綱をもっている腕は肘をまげ、肘から馬の口が一直線になるような姿勢。

拳：拳：拳：拳： 

a. 手綱は片手にもち、左右持ちかえてはならない。ただしトレイル競技において、

障害物を越える際に手綱の持ちかえ認められる場合は除く。

b. 手綱は、両手で持つ必要がある端綱あ

を除いて、片手に持たなければならない。

c. 手綱をもった手はホーンの上方におき、できるだけホーンの近くに保つ。ホーン

やレアータに拳を乗せ

d. スプリット・レインを使用する場合は、手綱の端が手綱をもった手と同じ側に垂

らす。その際、手綱の間に指を

綱を持った手にない場合は、手綱の間の指は許可されない。

e. ロマール手綱を使用する際は、手綱の間に指を置いてはならない。

f. 手綱を持っていないほうの手の位置は自由だが、馬や鞍に触れず、リラックスし

た状態であるのが好ましい。

g. アスリートは手綱をもった手から

はスプリット・レインの端を持って手綱を安定させたり手綱の長さ調節を行った

りしてもよい。

運動中の姿勢：運動中の姿勢：運動中の姿勢：運動中の姿勢：

a. アスリートは座った状態で

ルに特記されていないかぎり軽速歩はとらないこと。

b. ロープでは鞍にできるだけ密着して座ること。

c. 馬の動きは微小な扶助によって制御されるべきであり、大げさな体

しくない。
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ような長さが適切。

鐙ははき、足の親指の付け根あたりに体重をかける。鐙の幅はウェスタンでは鞍

によって異なるので適性を検討する。幅が広すぎると正しい位置に足があったと
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腕はリラックスした状態で、肩をひいて下げ、上腕は体幹と直線になるように。

手綱をもっている腕は肘をまげ、肘から馬の口が一直線になるような姿勢。

手綱は片手にもち、左右持ちかえてはならない。ただしトレイル競技において、

障害物を越える際に手綱の持ちかえ認められる場合は除く。
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を除いて、片手に持たなければならない。

手綱をもった手はホーンの上方におき、できるだけホーンの近くに保つ。ホーン

やレアータに拳を乗せ

スプリット・レインを使用する場合は、手綱の端が手綱をもった手と同じ側に垂

らす。その際、手綱の間に指を

綱を持った手にない場合は、手綱の間の指は許可されない。

ロマール手綱を使用する際は、手綱の間に指を置いてはならない。

手綱を持っていないほうの手の位置は自由だが、馬や鞍に触れず、リラックスし

た状態であるのが好ましい。

アスリートは手綱をもった手から

はスプリット・レインの端を持って手綱を安定させたり手綱の長さ調節を行った

りしてもよい。 
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アスリートは座った状態で
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ロープでは鞍にできるだけ密着して座ること。

馬の動きは微小な扶助によって制御されるべきであり、大げさな体

しくない。 
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ような長さが適切。 

鐙ははき、足の親指の付け根あたりに体重をかける。鐙の幅はウェスタンでは鞍

によって異なるので適性を検討する。幅が広すぎると正しい位置に足があったと

しても間違っているように見えることがあるので注意が必要。

腕はリラックスした状態で、肩をひいて下げ、上腕は体幹と直線になるように。

手綱をもっている腕は肘をまげ、肘から馬の口が一直線になるような姿勢。

手綱は片手にもち、左右持ちかえてはならない。ただしトレイル競技において、

障害物を越える際に手綱の持ちかえ認められる場合は除く。

手綱は、両手で持つ必要がある端綱あ

を除いて、片手に持たなければならない。

手綱をもった手はホーンの上方におき、できるだけホーンの近くに保つ。ホーン

やレアータに拳を乗せることは減点対象となる。

スプリット・レインを使用する場合は、手綱の端が手綱をもった手と同じ側に垂

らす。その際、手綱の間に指を

綱を持った手にない場合は、手綱の間の指は許可されない。

ロマール手綱を使用する際は、手綱の間に指を置いてはならない。

手綱を持っていないほうの手の位置は自由だが、馬や鞍に触れず、リラックスし

た状態であるのが好ましい。 

アスリートは手綱をもった手から

はスプリット・レインの端を持って手綱を安定させたり手綱の長さ調節を行った

アスリートは座った状態でジョグ／トロット／速歩

ルに特記されていないかぎり軽速歩はとらないこと。

ロープでは鞍にできるだけ密着して座ること。

馬の動きは微小な扶助によって制御されるべきであり、大げさな体
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鐙ははき、足の親指の付け根あたりに体重をかける。鐙の幅はウェスタンでは鞍

によって異なるので適性を検討する。幅が広すぎると正しい位置に足があったと

しても間違っているように見えることがあるので注意が必要。

腕はリラックスした状態で、肩をひいて下げ、上腕は体幹と直線になるように。

手綱をもっている腕は肘をまげ、肘から馬の口が一直線になるような姿勢。

手綱は片手にもち、左右持ちかえてはならない。ただしトレイル競技において、

障害物を越える際に手綱の持ちかえ認められる場合は除く。

手綱は、両手で持つ必要がある端綱あるいは水勒銜を着用している馬に乗る場合

を除いて、片手に持たなければならない。

手綱をもった手はホーンの上方におき、できるだけホーンの近くに保つ。ホーン
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セクションセクションセクションセクション E－ストック・シート・エクイテーション－ストック・シート・エクイテーション－ストック・シート・エクイテーション－ストック・シート・エクイテーション 

1. 一般一般一般一般 

a. 全ての騎手は、クラスの要件に含まれる適切な演技を行う必要がある。演技は、集

団か個別に行われる。 

b. いくつかの項目の組み合わせを含む個別のパターンが要求される。 

c. 審判は少なくとも2項目の運動をアスリートに要求することが望ましい。 

d. アスリートは馬を変えずに両方の運動を行ってもよい。 

e. 説明は、公に案内されなければならない。説明書きをコーチハンドブックに掲載す

るか、競技開始の最低1時間以上前に掲示されることが望ましい。 

2. 規程演技と要求規程演技と要求規程演技と要求規程演技と要求 

a. 競技者は、常歩あるいはジョグにて馬場に入場し、ディビジョンにおける指定に従

いしっかりとした4拍子の常歩、2拍子のジョグそして3拍子のロープを行うことで

審査される。 

b. 競技者は、その後一列に並び馬を後退させるように命令する。 

c. ロープでは正しいリードであることが望ましい。 

3. ストック・シート・エクイテーション・テスト－審判は以下のテストから選択するストック・シート・エクイテーション・テスト－審判は以下のテストから選択するストック・シート・エクイテーション・テスト－審判は以下のテストから選択するストック・シート・エクイテーション・テスト－審判は以下のテストから選択する 

a. 常歩、あるいはジョグでの大きなサークル 

b. 停止 

c. 停止、常歩、あるいはジョグで進行方向を変える 

d. ロープからの停止 

e. ロールバックまたは後肢旋回またはスピン 

f. ジョグで 8の字 

g. 正しいリードでロープでの 8の字。シンプル手前変換、停止からの変換、フライン

グリードチェンジのいずれかでリードを変える。 

h. 中央線上で 3回以上リードチェンジを行う 
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ストック・シート・エクイテーション 

ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン 規定規定規定規定 

 可可可可 小減点小減点小減点小減点 大減点大減点大減点大減点 失権失権失権失権 

騎座騎座騎座騎座 バランスの中心を保

つ 

完全に鞍に接してい

る 

真っ直ぐな背筋 

中心をはずして座って

いる 

後に傾く 

猫背になる 

バランスの中心を失う 

過度な体の動き 

鞍より立ち上がる 

審判の裁量による 

馬あるいは騎手の

転倒 

両拳両拳両拳両拳 穏やかで軽い握り 

馬の頭の位置を一定

に保つ 

不安定さ 

不正確な馬の歩様を引

き起こすような制限 

馬の開口 

重い握り 

持続した接触 

審判の裁量による 

馬あるいは騎手の

転倒 

両脚両脚両脚両脚 しっかりとした脚の

配置 

鐙に適度に体重をか

ける 

コントロールされた

運動 

母指球に均等に体重

をかける 

つま先より踵を低く 

均等でない鐙 

脚の動き 

鐙に不十分に体重をか

ける 

他の騎手の邪魔をす

る 

過度な拍車 

脚、鞍および鐙間の接

触を失う 

フェンスあるいは他

の騎手に接触する 

鐙を失う 

審判の裁量による 

馬あるいは騎手の

転倒 

コントロールコントロールコントロールコントロール 一定の歩様で馬の姿

勢を保つ 

悪条件のなか馬をコ

ントロールする能力 

常歩からジョグに移行

する 

ジョグからロープに移

行する 

列に並ばない 

ジョグから常歩に移

行する 

ロープからジョグに

移行する 

馬が後にのけぞる 

リードを失う 

審判の裁量による 

馬あるいは騎手の

転倒 

外見全体外見全体外見全体外見全体 適切な似合った服装 

よく身繕いされた馬 

清潔な用具 

騎手の体格に合わない

鞍 

不適当な服装 

汚いブーツ 

不潔な用具 

身繕いされていない

馬 

手入れされていない

馬 

審判の裁量による 

馬あるいは騎手の

転倒 

一般一般一般一般 馬や審判に対する良

い態度 

一貫した騎手の姿勢 

馬に合っていない馬具 

角や経路使用の失敗 

馬と騎手の相性 

過度な口頭による命

令 

過度な回転 

移行時の大きな遅れ 

審判の裁量による 

馬あるいは騎手の

転倒 
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セクションセクションセクションセクション F－ウェスタン－ウェスタン－ウェスタン－ウェスタン 

1. 一般一般一般一般 

a. 競技はスタントでも競争でもなく、許容される範囲内のスピードで行われるべきで

ある。 

b. 馬がいかにおちついて、従順で、よく調教され、自由且つ楽に運動しているかを演

技の質や性格から審査するものである。 

c. 審査のポイントは歩様の質とリードチェンジの質（停止からのリードチェンジ、シ

ンプル、フライング）におかれる。 

d. スペシャルオリンピックスの経路は全て読み上げが認められている（馬場馬術同様） 

e. 審判がレベルにあった演技パターンを選択する。パターンが正しくセットされるよ

うに審判が責任をもって監督する。 

2. 馬場の大きさ馬場の大きさ馬場の大きさ馬場の大きさ 

a. マーカーは 9.14m以上 15.24m以下とし、離れて 5つ設置する（表参照） 

1） 全てのパターンでマーカーは反対側の適切なマーカーと揃った場所に置くこ

と 

2） マーカーはラチから 4.7m以上離れて設置すること 

3） パターンの幅は馬場の大きさに応じて 15.24m以上 24.38ｍ以下の範囲内であ

ること 

b. 2.44m以上の長さの横木またはポールを使用のこと 

3. 審査審査審査審査 騎手は以下の項目について審査される騎手は以下の項目について審査される騎手は以下の項目について審査される騎手は以下の項目について審査される 

a. 指定のコース内の馬を正しく誘導し通過する能力 

b. 一定した歩様や、歩様および方向の変化における滞りない移行を保つ能力。 

c. 全般的な態度 

d. 手綱は片手で持つ 

e. 馬の運動中は騎手の手が鞍や馬に接することがないように 

円滑な運動、歩調の整斉、正確なリードチェンジ、ポイントマーカーの間で中央点まで

の正確な後退と前進などについて評価がなされる。横木通過の際は歩調を崩さず、一歩

の大きさも大幅に変えることなく行うことが望ましい。 

4. 採点採点採点採点    0 点から点から点から点から 100 点の範囲で行われ、点の範囲で行われ、点の範囲で行われ、点の範囲で行われ、70 点は平均的な演技を意味する。点は平均的な演技を意味する。点は平均的な演技を意味する。点は平均的な演技を意味する。 

a. 各運動についてプラス 1.5からマイナス 1.5までの点数が加減される 

  1) マイナス 

1.5 常に悪い  

1.0 とても悪い  

0.5 悪い  

0.0 平均的 

2) プラス 

0.5 良い 
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1.0 とても良い 

1.5 非常に良い 

3) 操作点は違反点とは別に決定される。以下の性質は欠陥としてみられ、運動の

採点の際に検討すべき点である 

a) 馬が必要以上に口をあけている 

b) 馬が先読みして動こうとしている様子や早めのリードチェンジ 

c) つまずき 

b. 競技者は以下が起こるたびに減点対象となる： 

4) 5点減点 

a) リードチェンジ失敗 

b) 後肢を蹴りだす 

c) 明確な不従順 

5) 3点減点 

a) 指定された歩様（ジョグ又はロープ）で運動をしていない、パターン演技中

に指定エリアから 3メートル以内で停止していない 

b) ロープ／駈歩中に歩様が乱れる 

c) 運動のコールを行っているものが、複数回運動をコールし直す 

d) リードチェンジに失敗し、１間歩前へでてしまったが、次のリードチェンジ

前にリードチェンジをいれることができた場合 

e) パターン内での指定外のリードチェンジ 

f) パターン１の：ディビジョンＡではジョグで横木通過を行った後 30ft以内に

ロープを開始しなかった場合。 

g) パターン１の：ディビジョンＢでは中央線通過後 20ft以内にジョグを開始

しなかった場合 

h) ２間歩以上ウォーク、ジョグで歩様が乱れた場合 

6) 1点減点 

a) ウォーク、ジョグで歩様が２間歩以上乱れる 

b) 横木にぶつかる、横木を転がす 

c) １間歩リードチェンジが遅れる 

d) ロープで横木通過の際、左右の肢の間に横木がきてしまう 

7) 0.5点減点 

a) 馬の肢が軽く横木に触れる 

b) 後肢がリードチェンジ中にスキップしてしまう、または揃ってしまう 

c) 1/2から１間歩未満リードチェンジが遅れる 

8) 失格― 0 スコア 

a) 違法な馬具、道具の使用、意図的な虐待 

b) コースから外れる 
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c) マーカーを倒す 

d) 横木を完全にミス 

e) 強固な拒否―停止後 2間歩後退または前肢で 4歩進む 

f) 強固な不従順―後肢でたちあがる など 

g) アスリートによる落馬または馬による転倒 

h) 安全上の理由以外での許可のないアシスタント 

9) 競技者は次の場合、評価（加点）を得る 

a) 前肢、後肢を同時に手前変換 

b) 指定された場所での手前変換 

c) 正確でなめらかなパターン 

d) 終始同じ速さ 

e) 馬がガイドしやすいように手綱と脚用扶助でコントロールできていること 

f) マナーと気質 
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5.ディビジョンディビジョンディビジョンディビジョン A    －テスト１－テスト１－テスト１－テスト１ 

スタート 入場、ウォークで入場 

H  ジョグ 

K  ジョグで横木通過、直ちにロープ 

M  馬場を左へ横切る 

F  ステークの間をスラローム、ステーク通過ごとにリードチェンジ 

A  馬場をロープで横切る 

H  Hで曲がり、馬場を横切り、中央線でリードチェンジ 

B  Bで回転し、馬場を横切り、中央線でリードチェンジ 

K  ロープで横木通過、馬場を横切り、中央線でリードチェンジ 

E  Eで曲がり、馬場を横切り、中央線でリードチェンジ 

M  Mで曲がり、Cと Kの間で中央線に入る。 

 中央線で停止、後退。審判に向かい、退場の指示を受ける 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後向き 

ロープ 

ジョグ 

常歩 

スタート 

丸太 

マーカー 

望ましいチェンジングエリア 
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6. ディビジョンディビジョンディビジョンディビジョンA—演技演技演技演技2 

A   常歩。Aで右に曲がり、ジョグで丸太を通過した後、馬場を横切る。ロープ。 

S  Sで左に曲がり、馬場を横切り、中央線でリードチェンジする。 

C  Cで右に曲がり、馬場を横切り、中央線でリードチェンジする。 

R  Rで左に曲がり、馬場を横切り、中央線でリードチェンジする。 

F  F で右方向へ回転した後、ジグザグに A まで進む。マーカーを回るたびにリード

チェンジする。 

A   A で右方向へ回転した後、馬場を横切り、H、S 間にてロープで丸太を通過する。

停止し、後退する。審判に向かい、退場の指示を受ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後向き 

ロープ 

ジョグ 

常歩 

丸太 

マーカー 

望ましいチェンジングエリア 

スタート 
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7. ディビジョンディビジョンディビジョンディビジョンB—演技演技演技演技 1 

入場。常歩で進む。 

H  常歩。 

K  常歩で丸太を通過し、左へ曲がり馬場を横切る。中央線にてジョグに変換する。 

C  左へ曲がり、ジョグをする。Aまでジグザグに進む。 

A  ジョグで馬場を横切る。 

H  Hで曲がり、ジョグにて馬場を横切る。 

B  Bで曲がり、ジョグにて馬場を横切る。 

K  K で曲がり、丸太を通過する。中央線で左に曲がる。A と H の間で、停止し後退

する。審判に向かい、退場の指示を受ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

後向き 

ロープ 

ジョグ 

常歩 

丸太 

マーカー 

望ましいチェンジングエリア 

スタート 
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セクションセクションセクションセクション G－トレイル－トレイル－トレイル－トレイル 

    種目 CS CI 
BS 

BSP 

BI 

BIP 

A 

AP 

トレイル 可 可 可 可 可 

1. 一般一般一般一般 

a. コースの設計者は、事故が起こらないように、安全に配慮して全てのコースと障害

を設置することを忘れてはいけない。 

b. 審判は競技前にコース歩行を必ず行い、その際、危険または飛越不可能とみた障害

の変更または撤去を命じる義務と権利がある。 

c. 障害間の走行歩様の安全性については審判の判断に従うものとする 

d. 90秒以内に安全に完走できるよう、障害を配置することが推奨される 

e. ディビジョンにおいて適当な全ての歩様を馬に行わせることができるように、コー

スが設定されていること。 

f. 馬が速歩を最低10m(30ft)、駈歩を最低15m (50ft)を行い、適切なディビジョンにお

いてこれらの歩様が審判に審査されるように、十分なスペースが提供されなければ

ならない。 

g. 屋外施設ではコースに天然障害（横木、小川、低木の茂み、丘陵、溝など）を含め

ることを推奨する。ただし、安全かつ審判が審査しやすい位置にあること。 

h. トレイルクラスにおいてのみ、地味な色の帯具とブーツを馬の足に着用させても良

い。 

i. 必要な障害物： 

1) ディビジョンAとAPの騎手 

a) コース中に規程の障害物リストより3項目と選択障害物リストより最低3項目

が含まれなければならない。 

b) コース中に最低6項目、最大10項目の障害物を設置すること。 

2) ディビジョンCI、BIとIPの騎手 

a) コース中に規程の障害物リストより3項目が含まれなければならない。 

b) コース中に最低5項目、最大7項目の障害物を設置すること。 

3) ディビジョンCS、BSとSPの騎手 

a) コース中に規程の障害物リストより2項目が含まれなければならない。 

b) コース中に最低4項目、最大6項目の障害物を設置すること。 

2. 審査審査審査審査 

a. 各参加者は、指定された経路に沿って馬を導く能力を審査される。騎手の扶助に応え

ながら障害物を通り抜ける馬に評価（加点）される。馬が障害物を飛び越えるまでに

長時間かかっている場合、審判は次の障害に進むように促すことが推奨される。 

b. 馬は障害に向かう際に不必要に時間をかけた場合、減点の対象となる。 

c. 「コース違反」の定義： 

1) 障害を反対側または誤った方向より飛越した場合 
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2) 規定のパターン以外での飛越した場合 

3) 審判の指示なく障害を飛越せず次に進んだ場合 

4) 飛越の順序を誤った場合 

5) 審判の指示に従った飛越を行わなかった場合 

d. コース違反に対しては、騎手は該当する障害についての点数がつかないものとするが、

失格にはならない。コース違反を犯した騎手は、規程のコースを順守した騎手の下位

となる。 

ウェスタントレイル審査のガイドラインウェスタントレイル審査のガイドラインウェスタントレイル審査のガイドラインウェスタントレイル審査のガイドライン 

 ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン 規定規定規定規定 

トレイルトレイルトレイルトレイル 可可可可 小減点小減点小減点小減点 大減点大減点大減点大減点 失権失権失権失権 

常歩常歩常歩常歩 

ジョグ／速歩ジョグ／速歩ジョグ／速歩ジョグ／速歩 

ロープ／駈歩ロープ／駈歩ロープ／駈歩ロープ／駈歩 

(コース上で) 

一定した歩様 

はっきりした移行 

不安定な歩様 

ロープあるいは駈歩

における誤ったリー

ド 

乱れた歩様 

要求された歩様を行うこ

とができない 

審判の裁量によ

る 

馬あるいは騎手

の転倒 

障害物の対処障害物の対処障害物の対処障害物の対処 

ゲート 

後退通過 

側面通過 

前肢と後肢での

ターン 

舵乗り 

自然 

よい姿勢 

反応の良い 

僅かな接触 

傾いた側面通過 

外れた位置 

遅い反応 

後にのけぞる 

挙げられた項目を倒す 

制限する項目より外れる 

歩様を失う 

せわしなさや極度の緊張 

拒止 

審判の裁量によ

る 

馬あるいは騎手

の転倒 

障害物におけ障害物におけ障害物におけ障害物におけ

る敏捷性る敏捷性る敏捷性る敏捷性 

歩き越え 

速歩あるいはロ

ープ 

カバレッティ 

橋 

油断しない 

注意深い 

意欲的 

項を低く 

僅かな接触 

極度に躊躇する 

中央線上に留まるこ

とができない 

障害物を倒す 

拒止 

歩様を保つことができな

い 

橋から外れる 

審判の裁量によ

る 

馬あるいは騎手

の転倒 

障害物におけ障害物におけ障害物におけ障害物におけ

る冷静さる冷静さる冷静さる冷静さ 

プラスチック 

木の茂み 

草花 

物を運ぶ 

しっかりとした足取

り 

用心深い 

注意深いが意欲的 

項を低く 

物を運んでいるとき

に落ち着いている 

障害物を乗り越える、

通過する際に緊張し

ている 

物を運んでいるとき

に怯えている 

障害物を飛び越える、あ

るいは逃げて迂回する 

拒止 

審判の裁量によ

る 

馬あるいは騎手

の転倒 

違反をしていない、あるいは小減点の対象となった全ての馬は、大減点の対象となった馬

の前に考慮される。 
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3.ウェスタントレイルの要素ウェスタントレイルの要素ウェスタントレイルの要素ウェスタントレイルの要素 

a. 不適切な障害物 

1) タイヤ 

2) 動物（生死に関係なく） 

3) 隠し障害 

4) 下馬の後の再度乗馬 

5) 飛越用障害 

6) 揺れたり、浮いたり、動いたりするような橋 

7) 炎、ドライアイス、消火器など 

8) 転がるような高さに持ち上げて置かれている横木やポール 

b. 必須障害物 

1) 門の通過。門は約 1.53mの高さで、上に開閉用の止め具がついているものを使

用 

2) 4つ以上の横木またはポールをまたぐ 

a) ポールは直線、カーブ、ジグザグいずれのおき方でもよい 

b) 横木間の距離は馬が通る道筋で計測する 

ⅰウォークオーバー（高さのないもの）－40～50cm離して設置 

ⅱウォークオーバー（高さのあるもの）－56cm離して設置、地面から上の部

分まで計測して 30cmまで持ち上げて設置可能 

ⅲ 速歩／ジョグオーバー（高さのないもの）－ 90cm ～107cm離して設置 

ⅳ 駈歩／ロープオーバー（高さのあるもの）－ 2m以上離して設置 

3) 後退障害 

a) 後退で通過する障害の幅は 70cm以上、高さがある場合は 75cm以上とする 

b) 障害ポールは 60cm以上の高さを持たせてはならず、障害カップまたは類似

するカップに設置すること 

c) 障害には以下のもの含めてもよい 

i. 直線通路をウォークイン・アウト（初心者向け） 

ii. 3つ以上のマーカーの周りを後退で通過 

iii. L字、V字、U字、直線などのコースを後退で通過 

c. 任意障害物 

1) ウォーク、速歩／ジョグ、駈歩／ロープでの湾曲 

a) 障害は以下のものを含めてもよい 

i. オレンジのコーン 

ii. プラスチックまたは木製など安全で適切な素材でできた 2m程度の高さの

柱（馬の進路を妨害しないような基盤に設置されたもの） 

iii. バレル、ドラム缶 

iv. 安全なプランターなどに植えられた植物 
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v. アスリートが怪我しないように整えられた天然の障害（木やブッシュなど） 

b) 各障害物間の距離は以下の基準以上であること： 

i. 常歩の場合は2m (6～7ft) 

ii. ジョグの場合は3m (9～10ft)  

iii. ロープ／駈歩の場合は 10m（33ft） 

c) 補助を必要とする騎手用のコースを設計する場合、設計者は補助者（サイド

ウォーカー）が通る幅も考慮すること。 

2) 馬場内の指定の場所から別の指定の場所まで物を移動する。その際はビニール袋

や金属性の缶を使用してはならない。 

3) 木製の橋を渡る 

a) 橋は丈夫で安定したものでなければならない 

b) 幅は 1m(36in)以上、長さは 1.83m(6ft)以上のものとする 

c) 推奨設計・設置方法：幅 1.22m(4in)、長さ 2.44m(8in)、厚さ 3/4inの合板を

直接地面に設置 

4) コートやベストを着脱する 

5) 郵便受けからものを出し入れする 

6) サイドパス 

a) 障害の要素は 30cm(12in)以上の高さに設置する。 

b) 四肢が障害に入る場合は、障害の間を最低1.06m (3'6") 離しておくこと。前脚

のみが障害の中に入る場合は、障害の間を最低51cm (20")離しておくこと。後

肢のみが障害の中に入る場合は、障害の間を最低61cm (24")離しておくこと。 

c)サイドパスは L、T、V、Zまたは直線パターン内で行い、以下の指定の動きを

含めてもよい： 

i. 後肢または前肢旋回 

ii. 指定空間（通路）内に前肢、後肢または四肢が入る 

7) 長さ 1.53m以上の 4本の横木（またはレール）で作られたボックス。アスリー

トは指定の横木をまたいでボックスに入り、指定の運動を行い、指定された横木

をまたいでボックスから出る。 

8) ゼッケンのかかった 2頭の木馬の間（中央で 1.83m幅）を通過する。 

9) 木の間または上を通過。 

10) L字、V字、Z字に地面に設置されたポールの間を通過。 

11) 下馬、飛越せずに溝に入って出る。 

12) トレイル乗馬を行う際には、安全な障害物で対応しなければならない。（トレ

イル乗馬で障害物を設置する場合には、馬の前肢と後肢の間隔を1.53ｍまたは、

5ftで算出すること）このような障害物を設置する場合には、審判の承認が必要と

される。 

13) 2つ以上の障害物を組み合わせての設置も可能。 
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トロットトロットトロットトロットオーバー、ロープオーバー、ウォークオーバーオーバー、ロープオーバー、ウォークオーバーオーバー、ロープオーバー、ウォークオーバーオーバー、ロープオーバー、ウォークオーバー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ft～7ft 

速歩(トロット) 

ロープ 

左手前 

3ft～3ft6in 

ポール間の幅は 1歩幅以上取れるように 

2倍および 3倍にしてもよい 
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サイドパスの変形サイドパスの変形サイドパスの変形サイドパスの変形 
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サイドパスの変形サイドパスの変形サイドパスの変形サイドパスの変形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 字型後退の変形字型後退の変形字型後退の変形字型後退の変形 

 

22～24in 
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後退して後退して後退して後退して 3 つのマーカーを通過つのマーカーを通過つのマーカーを通過つのマーカーを通過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28～36in 

3～4ft 

36～40in 
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後退して後退して後退して後退して 3 つのマーカーを通過つのマーカーを通過つのマーカーを通過つのマーカーを通過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36～40in 

3～4ft 

3ft～3ft6in 

6～7ft 

トロットオーバー ロープオーバー 

カーブ型 

20～24in 
20～24in 

15～24in 
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パートパートパートパート5—ブリティッシュ式とウェスタン式の種目ブリティッシュ式とウェスタン式の種目ブリティッシュ式とウェスタン式の種目ブリティッシュ式とウェスタン式の種目 

セクションセクションセクションセクション A—ジムカーナジムカーナジムカーナジムカーナ 

1. 一般一般一般一般 

a. 馬具 

1) エクイテーションクラスにおいて、鞍と馬勒は必要となる。 

2) 禁止用具 

a) なげ縄あるいはつなぎ縄 

b) ハクモア 

c) タイダウン 

d) ドローレイン 

e) ボサール 

f) 革製のあごひもの一部に針金、金属あるいは生皮を使用したもの 

g) 標準的な蹄鉄以外のもの 

b. ジムカーナ種目の実施 

1) 全ての種目は計時される。最も早いタイムの競技者が勝者となる。 

2) 騎手は仕切られた馬場内のコースを開始する必要があり、全てのゲートが閉めら

れ固定されるまでスタートしないこと。騎手がコース走行を終え、常歩に戻る、

あるいは停止するまでゲートを開かないこと。 

3) 各アスリートは、ランニングスタートで競技を開始する。馬の鼻先がスタートラ

インを切った時点からタイム計測を開始する。 

4) タイム計測はゴールラインを馬の鼻先が通過した時点で終了する。 

5) 以下の行為については、5秒のペナルティーを課す： 

a) ポールあるいは樽を倒す。(アスリートは、ポールあるいは樽を倒さなければ

ペナルティーなしにそれらに触ることが許される。) 

b) ディビジョンに規定された歩様以外で走行した3間歩毎 

6) 以下の行為については、失格となる： 

a) コース外を走行する 

b) ポイントマーカー間のスタート／ゴールラインを通過しない 

c) アスリートが馬場内にいる間、ヘルメットのあご紐を正しく締めていない 

d) コース走行後に再びスタート・ゴールラインを通過する 

e)  こん棒、短鞭、長鞭あるいはロープを過剰に使用したと審判に判断された場合 

7) 引き分けとなった場合、同じコースを使い勝者を決める再走行を行う。再走行に

おいて勝者となった競技者の走行タイムは前回走行タイムの±5 秒以内でなけれ

ばならず、該当しないタイムになった場合はやり直しとなる。 

c. 施設と配置 

1) 可能な限り、スタートラインを示すマーカーや電子計時板は壁際に設置するこ

と。 
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2) スタート／ゴールラインははっきりと示されなければならない。 

3) コースは正確な計測に基づき設置する。 

d. 審判用書式－次のページを参照のこと 
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8 の字ステークレース／バレルレースとポールベンディングの字ステークレース／バレルレースとポールベンディングの字ステークレース／バレルレースとポールベンディングの字ステークレース／バレルレースとポールベンディング    審査用紙審査用紙審査用紙審査用紙 

競技会名： 

日付： 

 

アスリート名と番号アスリート名と番号アスリート名と番号アスリート名と番号 

馬の名前と番号馬の名前と番号馬の名前と番号馬の名前と番号 

コースコースコースコース タイムタイムタイムタイム ペナルティーペナルティーペナルティーペナルティー

（秒）（秒）（秒）（秒） 

合計合計合計合計 順位順位順位順位 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

コース：コース外走行は失格となる。 

 

審判のサイン： 
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チームリレーチームリレーチームリレーチームリレー    審査用紙審査用紙審査用紙審査用紙 

競技会名： 

日付： 

 

チームチームチームチーム 

番号番号番号番号 

アスリート名と番号アスリート名と番号アスリート名と番号アスリート名と番号 コースコースコースコース ペナルティペナルティペナルティペナルティ

ー（秒）ー（秒）ー（秒）ー（秒） 

タイムタイムタイムタイム 合計合計合計合計 順位順位順位順位 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 

コース：コース外走行は失格となる。 

 

審判のサイン： 
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2.    ポールベンディングポールベンディングポールベンディングポールベンディング 

種目 CS CI 
BS 

BSP 

BI 

BIP 

A 

AP 

ポールベンディング 不可 不可 不可 可 可 

 

a. 施設と配置 

1) 倒されたポールを設置しなおす役割を持つ人が 1 人は馬場にいること。騎手を動

揺させたり邪魔をしたりしないように、その人は騎手が倒れたポールから遠く離

れた後にポールを素早く動かすこと。 

2) ポールベンディングのコースは直線に 6 つのポールを設置し、通過するものとす

る。 

3) 各ポールは 6.4m(21ft)間隔に設置し、最初のポールはスタートラインから

6.4m(21ft)の位置に設置する。 

4) ポールは 1.83m(6ft)以上の高さで、直径 37cm(14ft)以内のベースをつけて地面に

設置する。    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. コース走行の実施—馬は、最初のポールの左右どちら側からもスタートしても良く、

その後はコースに従って走ることができる。以下の手順は、最初のポールを右側よ

りスタートした馬の場合である。 

1) スターターの合図にて、アスリートは： 

a) ポールの右側を列の最後のポールまで走る。 

b) 最後のポールにて左に曲がる。 

c) 最初のポールに辿り着くまで、左右交互にポールを通過しながらジグザグに

進む。 

x 印の場所に 

ポールを垂直に設置する 

ス
タ
ー
ト
／

ゴ
ー
ル
ラ
イ

ン
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d) 最初のポールにて右に曲がる。 

e) 最後のポールに辿り着くまで、左右交互にポールを通過しながらジグザグに

進む。 

f) 最後のポールにて左に曲がり、ポール際を一直線に走り、ゴールラインを横切

る。 
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3. バレルレースバレルレースバレルレースバレルレース 

種目 CS CI 
BS 

BSP 

BI 

BIP 

A 

AP 

バレルレース 

 

不可 不可 不可 可 可 

 

a. 施設と配置 

1) 3つのバレルを三角形に以下の寸法で設置すること。 

a) バレル 1、2 の間は 27.43m(90ft)、スタート／ゴールラインからは

18.29m(60ft)に設置される。 

b) バレル 3 は中央（三角形の頂点）に、バレル 1、2 より 32m(105ft)の距

離に設置される。図を参照。 

2) 使用できる馬場の面積に対してコースが大きすぎる場合は、パターンを

4.57m(15in)ずつ、馬場に入るまで縮小する。その際は、バレルやいかなる障害

物の間にも、十分な距離をとること。バレル 3 とゴールライン間の距離は、馬

が停止するために必要な広さがある場合は、縮小する必要はない。 

3) バレルコース用に馬場計測を行う際は、馬がターンするために必要な広さを残

すこと。スタート／ゴールラインより馬場の端まで少なくとも 13.77m(25ft)を

確保すること。 

4) スタート・ゴールラインの両端にポールを立てること。 

5) 明るい色の 55gal(ガロン)のプラスチックまたは金属性のドラム缶を使用する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタート／ゴールライン 

あるいは 
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b. コース走行の実施—バレルコースは、左右どちらより走ってもよい。以下の手順は

右からの走行を示す。 

1) スターターの合図にて、アスリートは： 

a) バレル1に向かい、その左を通過した後にバレルに沿ってほぼ360°回転す

る。 

b) バレル2に向かい、その右を通過した後にバレルに沿って360°をやや越え

て回転する。 

c) バレル3に向かい、その右を通過した後にバレルに沿ってほぼ360°回転す

る。 

d) その後、バレル1と2の間を通過するようにゴールラインに向かって走る。 

 

4.8 の字ステークレースの字ステークレースの字ステークレースの字ステークレース 

種目 CS CI 
BS 

BSP 

BI 

BIP 

A 

AP 

8の字ステークレース 不可 不可 不可 可 可 

 

a. 施設と配置 

1) スタート／ゴールラインは6.1m(20ft)幅、垂直に設置されたマーカーで示すこと。 

a) マーカーは中央線の左右3.5m(10ft)に、電子計時板の妨げにならないように

設置すること。 

2) 中央線を印す第１、第2ポールはそれぞれスタート／ゴールラインから13m(40ft)

の位置に設置する。従って1、2のポールの間の距離は25m(80ft)となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マーカー 

中
央
線
 

マーカー 

第 1ポール 

右あるいは左から

走り始める 

スタート／ 

ゴールライン 

第 1ポール 

第 2ポール 第 2ポール 

マーカー マーカー 
ゴール ゴール 

中
央
線
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b. コース走行の実施—左右どちらからでも走行を開始してよい。騎手は、8の字に走行

することができる限り、最初に左右どちらにターンをしてもよい。以下の手順は、

最初に右回りした場合である。 

1) スターターの合図にて、アスリートは： 

a) 垂直に設置されたマーカー間の中央線を横切りながらスタートし、第2ポー

ルへ向かう。 

b) 第2ポールの周りを右回りする。 

c) 第1ポールへ向かう。 

d) 第1ポールの周りを左回りし、8の字を完成させる。 

e) スタート／ゴールラインを横切ることで走行を終える。 

2) 失格： 

a) 第2ポールにて回転する前に、アスリートがマーカー間のスタート／ゴール

ラインを通過しなかった場合。 

b) 第2ポールにて回転し、第1ポールへ向かう途中でスタート／ゴールラインを

通過しなかった場合。 

c) スタート／ゴールラインを示すマーカーを倒した場合。 

 

5. チームリレーチームリレーチームリレーチームリレー 

種目 CS CI 
BS 

BSP 

BI 

BIP 

A 

AP 

チームリレー 可 可 可 可 可 

 

a. 一般 

1) レベルAにおいて駈歩は行わない。レベルAにおいて騎手は、速歩にてチームリ

レーを行う。 

2) ディビジョン内の各チームは、2、3、または4名といった同数の騎手で構成する

こと。競技会運営側はその旨をエントリー情報あるいはコーチハンドブックに必

ず記載しなければならない。  

3) 安全に行うことができる場合、2チームが同時に競技してもよい。 

4) チームの第1走者の馬の鼻先がスタートラインを切った時点から、タイム計測を

開始する。 

5) タイム計測はゴールラインを最終走者の馬の鼻先が通過した時点で終了する。 

6) バトンの使用は禁止されている。騎手は前走の馬の鼻先がラインを切った時点で、

スタートすること。 

7) ホースハンドラーが参加する場合は、馬の鼻先より後を歩かなければならない。

ホースハンドラーが馬の鼻先より前に出た場合、継続する前にその場で常歩で巻

き乗りをしなければならない。 
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8) チームを構成せずに参加した騎手はパートナーをくじ引きで決定する。 

 

b. 施設と配置 

1) コース設定によって、常歩ディビジョン専用のコースを合計30m、および速歩デ

ィビジョン専用のコースを合計50m(164ft)設定すること。 

2)リレーの推奨パターンとしては、バレル、ポールや8の字ステークレースあるいは

簡潔な直線レースなどを用いること。 

 

チームリレーの例チームリレーの例チームリレーの例チームリレーの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セクションセクションセクションセクション B－ショーマンシップ－ショーマンシップ－ショーマンシップ－ショーマンシップ 

1. 一般一般一般一般 

a. ショーマンシップクラスにおける重点は、安全性を最も考慮した上で馬を扱い披露

するアスリートの能力におかれるべきである。馬はショーマンの能力を示すための

支えにすぎない。 

b. ウェスタン形式の馬具にて馬を見せているアスリートは、革あるいはナイロン製の

無口やリードシャンクを使用してもよい。チェーンリードを使用してもよい。承認

された安全ヘルメットを含むウェスタンの服装が適当である。 

c. ブリティッシュ形式の馬具にて馬を見せているアスリートは、革あるいはナイロン

製の適切な頭勒あるいは無口を使用してもよい。(適当な馬勒については、ブリティ

ッシュ式エクイテーションルールを参照すること。) 承認された安全ヘルメットを

含むブリティッシュの服装が適当である。 

d. ショーマンシップのクォーター・メソッドが使用される。以下の図は演技者／コー

チの参考のためにショーマンシップ競技中の馬の周りでの動きを説明するために使

距離： 

Cレベル(常歩のみ)は 30m・A、Bレベル(常歩／速歩)は 50m 

チーム 1 

チーム 2 

Xのスタートライン 

Yのゴールライン 

Yのスタートライン 

Xのゴールライン 

騎手 X 

騎手 Y 

騎手 X 

騎手 Y 
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用する分割方法を示したものである。 

1) ここでは馬体を見えない点線で均等に 4分割（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）、 

    a) うち一つの点線はキ甲の直後を通るようにひく。 

    b) もう一本の線は頭から尻尾までの中央を通るように結ぶ。 

2) アスリートは、以下の様式で馬の周囲を動くものとする。 

a) 審判がⅠにいるとき、ハンドラーはⅣに位置しなければならない。 

    b) 審判がⅡへ移動するにつれ、ハンドラーはⅠへ移動。 

    c) 審判がⅢへ移動したときには、ハンドラーはⅣへ移動。 

    d) 審判がⅣに近づくにつれ、ハンドラーは再度Ⅰへと戻る。 

3) この方法は安全に基づいたものであり、馬が落ち着きをなくした場合にもハン

ドラーが後躯を審判の方に馬が向けないようにコントロールすることを可能

とする。 

e. 競技運営者は、各テスト・パターンをクラス開催予定時間より 1時間以上前に掲示

すること。 

f. 以下の運動は、個人演技パターンとして許される項目とする。 

1) 常歩、あるいはジョグ／速歩にて馬をリードする。 

2) 直線的に、あるいはカーブを描いて後退する。 

3) 停止。 

4) ピボットおよびターン—90°、180°あるいは360° 

5) 正方形を描く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. クラス・ルーティンクラス・ルーティンクラス・ルーティンクラス・ルーティン 

a. 活発な常歩で馬場に入場し、（審判より別途指示がないかぎり）反時計回りに馬場を

周回する。常歩でも速歩でも引き馬が十分できる状態であること。 

b. クラスが全員整列した段階で審判は各演技者に各個に引き馬を行うよう指示をする。

馬を動かしている際には審判の視界をさえぎらないよう注意が必要である。 
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3. 審査審査審査審査 

a. 馬と演技者の外観：20点 

1） 馬の身繕い 

a) 清潔でよくブラシされた被毛（ホコリ、シミは好ましくない） 

b) 目、耳、口、鼻孔、肢の間、尻尾の周囲は清潔でなければならない 

c) タテガミ、尻尾、前髪、キ甲部分の長毛は絡まっていなく、清潔。前述

箇所に飾りをつけることは禁止。タテガミ、前髪、キ甲部分の長毛は演

技者が希望すればブリティッシュ／ウェスタンいずれか適切なスタイル

で三つ編みしてもよい。 

2） 馬の手入れ 

a) タテガミは短く切るが、前髪とキ甲部分の毛は残さなければならない。 

b) 耳の内部は刈り込まれていること。 

c) 顎、脚および繋の長毛は刈り込まれていること。 

3） 馬具 

a) 馬具はきちんとしていて、清潔で手入れが行き届いていること。 

b) ウェスタンに参加する馬は、ナイロンあるいは革製の無口を必ず着用す

ること。 

c) ブリティッシュに参加する馬は、革あるいはナイロン製の馬勒あるいは

無口を着用すること。 

4)  演技者の外観  

a) 服装と人物：清潔で整っている。 

b) ウェスタン馬具に適切な服装。 

c) ブリティッシュ馬具に適切な服装。ジャケット着用は任意。 

b. 馬場内での馬の展示：60点 

1) 引き馬：40点 

a) アスリートは馬の左側に立ち、無口／ハミより約 20ｃｍから 30ｃｍの位

置を右手で持ち、引き馬を行うこと。（小柄のアスリートの場合、引き手

をより長く持つ必要があるかもしれない。）引き手のチェーン部分を持っ

てはいけない。持った場合は審判の判断により減点対象となる場合があ

る。 

b) アスリートは馬と目があうような近さで、頭のすぐ左にたつ。アスリー

トは、手あるいは足で馬に触れてはならない。 

c) 引き綱／手綱の余った部分は安全かつ整った状態で左手に持つ。左手に

きつく引き手や手綱を巻いていた場合、減点の対象となる。 

d) だらだらした引き手／手綱は減点対象となる。 

e) 馬のコントロールは引き手／手綱に加える力を最小限にとどめて行い、

馬が自然な状態で頭の位置を維持できるようにすること。また、前進気
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勢をもって意欲的かつ自由に、そして静かに常歩、ジョグ／速歩を行う

状態が望ましく、アスリートからの扶助はできるだけ少なくとどめる。 

f) アスリートは審判が馬の周りを歩いているときに、馬と審判の間を通っ

てもよいが、必要以上に審判の視界をさえぎってはいけない。アスリー

トは速やかに、かつ、静かに馬と審判の見える位置に移動すること。 

g) 90°以上の全てのピボットターンは、右回転であること。 

h) アスリートは安全性についても審査されていることを忘れてはならない。

整列している際に左右または前後のアスリートや馬に近づきすぎず、適

切な距離をとっていること。 

i) 審判またはリングマスターが位置の移動を求めた場合、アスリートはま

ず周囲のアスリートがそれぞれの馬を十分コントロールできていること

を確認し、指定の位置に速やかに移動すること。 

2) ポーズ：20点 

a) アスリートは馬のポーズをとる際に馬の前方、ただし、馬の真正面は避

けて向かい合わせに立つ。また、アスリートは審判が常に視界に入るよ

うな位置に立つこと。 

b) アスリートは、馬がポーズする際には四肢が揃って立っている状態を作

ること。馬は引き手／手綱を使用して見せるようにし、馬の足を蹴って

立ち居地を修正してはならない。 

c) 審判が他の馬を観察している間は姿勢ができているのであれば、静かに

立って待つ。 

d) アスリートは自然体でいること。無理に見せようとするための行為を行

ったり、大げさに動いたり、大げさに姿勢をとったりした場合、減点の

対象となる。 

c. 注意力、総合観察：20点 

1) アスリートが審判の位置を常に把握している。 

2) アスリートが常に馬の展示に集中し、馬場外の人や出来事に注意をひかれて

いない。クラスの順位がつき、馬場からの退場の指示があるまで展示を行っ

ているという意識をもっている。 

3) アスリートは常に審判またはリングマスターからの指示を注意深く聞き、協

力的な態度をとっている。 

4) アスリートは競技者の自覚をもち、かつ、親しみやすく礼儀正しく、審判や

他のアスリートに対しスポーツマンシップ精神に則った態度で競技に臨む。 

 

4. 減点対象減点対象減点対象減点対象 

a. 身繕いや手入れが不十分な馬 

b. 安全検査あるいは馬を引いている間に、演技者の位置が不正確 
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c. リードの持ち替え、継続してチェーンを掴む、リードが地面に引き摺られている 

d. 安全検査のために、馬を四つ足で立たせることができない、あるいは立たせるまで

極めて長時間を要する 

e. 馬が後あるいは前にのけぞる 

f. 指定されたマーカーにおいて行われていない運動 

g. 馬に触る 

h. 極度の反抗 

 

 

パートパートパートパート 6—グループ種目グループ種目グループ種目グループ種目 

セクションセクションセクションセクション A—２人組または４人組のドリルチーム２人組または４人組のドリルチーム２人組または４人組のドリルチーム２人組または４人組のドリルチーム 

1. 一般一般一般一般 

a. 馬場は、騎手が参考にするための表記の示されている20×40ｍの馬場馬術用の馬場

とする。 

b. ブリティッシュあるいはウェスタン式の馬具が使用される。馬勒や鞍に関する全て

の規則は、エクイテーションクラスに関するガイドラインに従っていなければなら

ない。 

c. アスリートは、通常の服装規定に従いヘルメットとブーツを必ず着用すること。 

d. アスリートは、安全のために要求された衣類の着用を順守しなければならない。 

e. 衣装を身につける場合は、アスリートや馬に危険を及ぼすものであってはならない。

アスリートや馬が競技前に慣れるように、全ての衣装を練習において着用すること。 

f. ドリルにおいて呼び出し人は経路を指示するが、馬場馬術とウェスタンのルールに

従うこと。 

2.ドリルチームドリルチームドリルチームドリルチーム（部班）（部班）（部班）（部班）審査―審査―審査―審査―200 点満点点満点点満点点満点 

a. チーム（馬と騎手）：35点満点 

1) 衣装=5点 

2) 揃った演技=10点 

3) 外観=10点 

4) 態度=10点 

b. 演技：130点満点 

1) 演出全般=80点 

2) スピード=10点 

3) タイミング=10点 

4) 空間利用=10点 

5) 正確さ=10点 

6) 位置取り（各馬間の距離）=10点 

c. 効果：35点満点 
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1) 運動、図形等の適切さ=20点 

2) 特殊効果（音楽、道具等）=15点 

3. チーム構成チーム構成チーム構成チーム構成 

a. ドリルチームは、違うディビジョンの騎手によって構成されてもよいが、騎手は各

個人のディビジョンに規定された運動以外は行ってはいけない。 

1) ディビジョンCの騎手は、速歩／ジョグを行ってはならないし、要求してもいけ

ない。 

2) ディビジョンBの騎手は、駈歩／ロープを行ってはならないし、要求してもいけ

ない。 

3) ディビジョンAの騎手は、駈歩／ロープを行う必要がない。 

4. テーマテーマテーマテーマ—音楽や衣装によって演出される音楽や衣装によって演出される音楽や衣装によって演出される音楽や衣装によって演出される: 

a. アスリートがしっかりとした視界や動きを確保できるように、衣装をデザインする

際に注意が必要である。 

b. 安全は最優先事項とする。鞍や馬にアスリートを結び付けてはならない。 

c. 馬の視界や動きの自由を確保して、衣装を着用させること。垂れ下がる、あるいは

ひらひらしたりするような衣装は避けること。 

1) 馬は、衣装を着用して練習する必要がある。 

2) 馬が物見をしないように、衣装を身につけて全ての規定運動を通して行うことが

賢明である。 

 

セクションセクションセクションセクションB—ユニファイドスポーツユニファイドスポーツユニファイドスポーツユニファイドスポーツ チームリレーチームリレーチームリレーチームリレー 

1. ユニファイドスポーツリレーチームは、2人あるいは4人の騎手により構成される。 

2. 競技中は、チームは常にアスリートとパートナーが１人ずつ参加していなければなら

ない。（4人チームの場合は、アスリートとパートナーがそれぞれ2人ずつとする。）

この規定の人数比率を順守しなかった場合は、失格となる。 

3. 常歩のみ、および速歩のみのディビジョンが実施される。 

4. ジムカーナ種目のチームリレールールを参照すること。 

 

セクションセクションセクションセクションC—ユニファイドスポーツドリルチームユニファイドスポーツドリルチームユニファイドスポーツドリルチームユニファイドスポーツドリルチーム 

1. ユニファイドスポーツドリルチームは、2人あるいは4人の騎手により構成される。 

2. 競技中は、チームは常にアスリートとパートナーが１人ずつ参加していなければなら

ない。（4人チームの場合は、アスリートとパートナーがそれぞれ2人ずつとする。）

この規定の人数比率を順守しなかった場合は、失格となる。 

3. 上記のドリルチームルールを参照すること。 
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＜スペシャルオリンピックスのスポーツプログラムを実施するに当たっての留意点＞ 

 

 

 

スペシャルオリンピックスの正式なスポーツプログラムとして活動する場合には、事前に

最寄りの地区組織事務局、またはスペシャルオリンピックス日本事務局にご連絡ください。 
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付録付録付録付録 A 

 

馬術馬術馬術馬術    騎手のプロフィール騎手のプロフィール騎手のプロフィール騎手のプロフィール 

フォームにある全ての項目について、細心の注意を払って記入すること。 

フォームは、インストラクター／コーチと理学療法士によって記入されなければならない。 

 

1. アスリートインフォメーションアスリートインフォメーションアスリートインフォメーションアスリートインフォメーション 

 

名前 ___________________________________________________________________ 

 

馬具の形式 _______________________ 国籍 _________________________________ 

 

年齢 ____________ 性別 ___________ 身長 _____________ 体重 _______________ 

 

以下の表中に、参加する種目（最大3種目まで）について、あてはまるディビジョンに×を

付けなさい。 

種目種目種目種目 CS CI BS BSP BI BIP A AP 

ブリティッシュ式エクイテーション         

ウェスタンエクイテーション         

ブリティシュトレイル         

ウェスタントレイル         

チームリレー         

2人組、4人組のドリル（部班）チーム         

ホルター/ブライドルでのショーマンシップ 不可  不可 不可     

馬場馬術 不可  不可 不可     

プリカプレリ 不可 不可 不可 不可 不可 不可   

ポールベンディング 不可 不可 不可 不可     

バレルレース 不可 不可 不可 不可     

8の字ステークレース 不可 不可 不可 不可     

ウェスタン 不可 不可 不可 不可     

 

2. インストラクター／コーチインフォメーションインストラクター／コーチインフォメーションインストラクター／コーチインフォメーションインストラクター／コーチインフォメーション   

名前_____________________________________________________________________ 

 

住所（郵送先） _____________________________________________________________ 
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スペシャルオリンピックス公認資格(必須)： 有する・有していない 

 

電話番号______________________（日中）________________________（夜間） 

国番号・市外局番から記載し、最も繋がりやすい時間帯を記載してください。 

 

Eメールアドレス 

______________________________________________________________ 

 

3. アスリートの障害アスリートの障害アスリートの障害アスリートの障害 (知的障害以外の障害) ______________________________ 

 

4. 歩行状況歩行状況歩行状況歩行状況 

_____ 車椅子使用： 介助者による操作   電動車いす   自走 

_____ 歩行：補助あるいは見守りが必要 

_____ 右記により歩行可能：歩行具 杖 松葉杖 

_____ 歩行可能 

 

5. 馬具／用具について馬具／用具について馬具／用具について馬具／用具について (該当箇所に丸をつけてください): 

鞍： ブリティッシュ・ウェスタン・その他 ________________ 

他の必要な用具： 

シートカバー ハンドホールド ネックストラップ アダプティッドレイン 

短鞭 馬場馬術用鞭 ピーコック安全鐙 S字型鐙 

デボンシャーブーツ  ウエストベルト 

その他（具体的にご記入下さい）

____________________________________________________ 

インストラクターは、SEI-ASTMあるいはBHSに承認された安全用鐙や革、特別に適合され

た馬具あるいは騎手に必要な用具を持ってこなくてはならない。補装具は、競技会運営側

に承認されていなければならない。騎乗するときは、馬の背中への負担を軽減するために

アスリートが傾斜台を使うことが望ましい。 

 

 

 

 

6. 騎乗への補助状況騎乗への補助状況騎乗への補助状況騎乗への補助状況 
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あてはまる欄にXを記入してください。 

 常歩常歩常歩常歩 座座座座速歩速歩速歩速歩 ジョグジョグジョグジョグ 軽速歩軽速歩軽速歩軽速歩 

ホースハンドラー     

1人のサイドウォーカ

ー 

    

2人のサイドウォーカ

ー 

    

 

7. 競技競技競技競技歴歴歴歴暦暦暦暦と実績（アナウンス用）と実績（アナウンス用）と実績（アナウンス用）と実績（アナウンス用） 

馬術を始めた時期 ________________________________________________ 

練習頻度： 毎日 ___________ 毎週 _____________ 毎月 _____________ 

アスリートのスペシャルオリンピックス馬術競技会歴を具体的にご記入ください： 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

他の馬術競技会歴について具体的にご記入ください： 

________________________________________________________________________ 

 

8. アスリートの馬に対する要件：アスリートの馬に対する要件：アスリートの馬に対する要件：アスリートの馬に対する要件： 

アスリートは他の馬に対して、容易に適応しますか？ はい・いいえ 

必要な馬の大きさ ________________________cm(hand) 

馬の幅： 狭い 普通 広い 

アスリートが操作できる歩様： 

常歩常歩常歩常歩:     一定   どんな歩様でも対応できる 

座位速歩：座位速歩：座位速歩：座位速歩：    とても滑らか   どんな歩様でも対応できる 

軽速歩軽速歩軽速歩軽速歩: 一定 多少の上下がある   どんな歩様でも対応できる 

駈歩：駈歩：駈歩：駈歩： 一定   どんな歩様でも対応できる 

ジョグ：ジョグ：ジョグ：ジョグ： とても滑らか   どんな歩様でも対応できる 

運動の移行運動の移行運動の移行運動の移行: とても滑らか   どんな歩様でも対応できる 

手綱の手綱の手綱の手綱のコンタクトコンタクトコンタクトコンタクト：：：：軽い 中程度 重い 

その他：その他：その他：その他： ネックレイン ダイレクトレイン（通常の使い方） 

馬をマッチングするにあたり重要となるその他情報 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. 医療状況医療状況医療状況医療状況 
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最新のスペシャルオリンピックスメディカルフォームの提出： 提出済み・未提出 

環軸椎不安定性（ダウン症における）： 有する・有しない 

トレーニングスポンサーのオフィスにおける医師の紹介状の有無： 有り・無し 

健康に関する特別な考慮事項／予防措置について、具体的に記入してください。 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

アスリートは以下の症例がありますか？ 

癒合関節（具体的に） 

極度の関節制限あるいは関節拘縮 

てんかんに関する問題 

 

アスリートが現在服用している処方された医薬品を挙げてください： 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

このフォームはアスリートの登録用フォーム（アスリート1人につき1枚）と共に提出して

ください。また、アスリートがディビジョンPに参加する場合は、かかりつけ医師からの承

諾書が必要です。 

 

 

 

私はここに、スペシャルオリンピックス夏季公式ルール（馬術競技）を読み、理解し順守

することを誓います。私は、アスリート登録用フォームと共に提出された騎手のプロフィ

ールに基づき、私自身／私のアスリートを適切なディビジョンにエントリーしました。 

 

署名 (必須) _________________________________ 日付 ____________________ 

 

氏名 _________________________________________ 
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付録付録付録付録 B 

馬のプロフィール馬のプロフィール馬のプロフィール馬のプロフィール 

名前 ______________________________________ 年齢 _______________ 

性格 _____________________________________________________________ 

体高______________ 馬の幅： 狭い_____ 普通_____ 広い_____ 

歩様 

常歩： 一定 _______ 自由運動 _______ 

座位速歩： とても滑らか ______ 自由運動 ______ 

軽速歩： 一定 ____多少の上下がある____不安定___ 

駈歩： 一定 ____ 自由運動 _______ 

ジョグ： とても滑らか ______ 自由運動 ______ 

運動の移行： とても滑らか ______ 自由運動 ______ 

手綱のコンタクト： 軽い______ 中程度 ________ 重い_______ 

騎乗： 

通常 ______ ランプ ______ 踏み台 _______ リフト ______ 

慣れていない用具を受け入れるか 

（違う鞍、鐙、ウエストベルト、その他）： はい ______ いいえ ______ 

ハンドラーやサイドウォーカーを受け入れるか： はい ___________ いいえ _________ 

鞭に対する反応： 強い ______ 普通______ 弱い _____ 

色のついた障害物： 慣れている ___________ 慣れていない _________ 

参加経験のある種目： 

馬場馬術  はい ___________ いいえ _________ 

プリカプレリ  はい ___________ いいえ _________ 

障害飛越    はい ___________ いいえ _________ 

ジムカーナ はい ___________ いいえ _________ 

ポニーゲーム  はい ___________ いいえ _________ 

その他 

____________________________________________________________________ 

欠点について

__________________________________________________________________ 

 ※自由運動…どんな歩様でも対応できる 

 

名前と署名 _________________________________________________________ 


