
キーワー
ドはNat

ural an
d Free

皆さんに外乗の楽しさや魅力、注意点などを伝えようと

本誌2018年1号からお届けしてきた当連載も、今回が最終回です。

締めくくりは、エンデュランスのお話です。

耐久力」を意味します。耐久系の競技
一般を指す言葉なので、人間が道なき
道を長時間走る競技や、オートバイや
車で長距離を走る競技もエンデュラン
スです。そのため、これらと区別する
ために、馬の耐久競技は「endurance 
riding（エンデュランス・ライディン
グ）」、 あるいは「equine endurance（エ

その楽しさを知ってから
エンデュランスの虜に

　私は、エンデュランスライダーです。
外乗歴は40年を超えますが、そのうち
20年以上はエンデュランスライダーと
してのものです。
　エンデュランスには、オーストラリ
アで出あいました。フリーダム・ライ
ディング・クラブ（FRC）の海外ツアー
のために馬を借りたタスマニアの牧場
主がエンデュランスライダーで、熱心
に勧めてくれたのがきっかけです。日
本でエンデュランスの第１回全日本大
会が開かれる２年前、1998年のことで
した。
　オーストラリアの美しい大自然の中
で長時間、馬とともに過ごせる──そ
の魅力にとりつかれた私は、エンデュ
ランスにのめりこんでいき、今日に
至っています。
　エンデュランスをひとことでいえ
ば、人が馬に乗って行う“騎馬マラソ
ン”です。
　エンデュランスという言葉は、英
語の「endurance」、すなわち「忍耐、

クイン・エンデュランス）」と呼んで
いますが、ここでは「エンデュランス」
で統一します。
　馬は、人の歴史をつくった動物だと
いわれてます。輸送手段、戦争の道具、
社交やスポーツのための乗馬など、人
馬のつき合いはその形を問わず、人間
の歴史と同じくらい古くから続いてき

文・写真＝田中雅文（フリーダム・ライティング・クラブ／ FRC 代表）

魅力いっぱいのエンデュランスにチャレンジ

第12回 最高の外乗
──エンデュランス

PROFILE
田中雅文
「海外乗馬ツアーを
通じ、世界の馬文化
を研究する」フリーダ
ム・ライティング・ク
ラブ（FRC） 代 表。
世界各地での外乗
歴は40年 超。オー
ストラリアでエンデュランス、英国でTREC、アメリカ
でCompetitive Trailを学び、これらの日本での普及
活動を続けてきた。エンデュランスでは2005年ドバイ、
2008年マレーシア世界選手権日本代表チームの監督
を務めた。山梨県小淵沢で八ヶ岳南麓の外乗を実施、
「裸馬騎乗会」などユニークな指導も行っている。著
書に、日本語で書かれた唯一のエンデュランス教本『完
走することが勝つこと（正・続）』（（社）北海道うまの道ネッ
トワーク協会）がある。本誌には20年以上にわたり、さ
まざまなテーマで執筆を続けている。(最終回)

エンデュランスでは、獣医師が馬の健康状態を厳しくチェックする。 
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ティも、「馬に対する残虐行為はやめ
よ」と主張する動物愛護団体のピケ（見
張り）の中で開催されました。しか
し、動物愛護団体の人々は黙って引き
上げていかざるを得ませんでした。な
ぜならレースは、獣医師による徹底し
た馬の健康管理のもとに行われたから
です。

挙げたらキリがない
エンデュランスの魅力

　今日、国際馬術連盟(FEI)が公認す
る馬術競技は８種目あります。その中
で障害競技に次いで盛んに行われてい
るのが、エンデュランスです。
　なぜ、エンデュランスはこれほどま
でに成長したのでしょうか。

◇自分自身へのチャレンジ
「完走することが勝つこと」
　これが、エンデュランスのモッ
トーです。英語では「To Finish is to 
Win」といいます。
　この言葉が示すように、多くの競技
者にとってエンデュランスは、「困難な
コースを馬というパートナーととも
に、制限時間以内に完走する」という
個人の達成感のために行われていると

ました。
　長距離耐久競技の歴史は、人と馬の
歴史が始まって以来のものです。ただ
し、人と馬のパートナシップが極限の
状態で試されるこの魅力的な競技が、
組織化されたスポーツとして行われる
ようになったのは比較的最近のことな
のです。
　1955年、米国で始まった「ウエスタ
ンステーツ・トレイルライド（Western 
States Trail Ride）」は「テビスカッ
プ（Tevis Cup）」の通称で知られ、
１日に100マイル（約160㎞）を１頭の
馬と１人のライダーで走る、現代のス
ポーツエンデュランスの始めとされて
います。
　1966年にはオーストラリアで、「ト
ム・キルティ・ゴールドカップ（Tom 
Quilty Gold Cup）」の100マイルレー
スが始まり、その後、エンデュランス
は世界各地で急速に普及していきま
す。最初の世界選手権は、1986年に開
かれました。
　テビスカップ以前のエンデュランス
は騎兵の長距離レースであれ、米国
西部の荒くれ男たちの賞金レースであ
れ、多くの馬がレース終了後、疲労で
死んでしまうようなものだったのです。
　最初のテビスカップもトム・キル

いえるでしょう。

◇馬学的知識が身につくスポーツ
　要求されるものが過酷なだけに、エ
ンデュランス馬の管理、飼育に関わる
人には、獣医学を含めた広範囲な馬学
的知識が必要です。
　獣医検査でいわれる、「継続するに足
る健康状態（Fit to Continue）」を満
たすために、ライダーは勉強して豊富
な知識を持つようになります。

◇美しい景色が楽しめる
　テビスカップは、最も過酷なエン
デュランスとして知られていますが、
最も美しい景色を楽しめるエンデュラ
ンスともいわれています。開催日は７
～８月の、コマンチムーンと呼ばれる
満月が１年で最も明るく輝く日。米国・
カリフォルニア東部のシエラネバダ山
脈山中からスタートし、開拓者が通っ
たトレイルを西へ、ゴールドラッシュ
の町オーバンを24時間かけて目指しま
す。
　トム・キルティは、オーストラリア
に６つある州で持ち回りで開催。それ
ぞれの州の自慢の景勝地に、難関コー
スが設けられます。
　国内の大会でも、北海道では道内各

八ヶ岳南麓・小淵沢の景勝地で開催される、八ヶ岳エンデュランス馬術大会。
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地の雄大な景観、山梨県小淵沢では
八ヶ岳南麓の美しい景色が楽しめま
す。

◇万人のためのユニークなスポーツ
　エンデュランスは、老若男女問わず
参加できるスポーツです。瞬間的なパ
ワーや反射神経より判断力がものをい
う競技なので、経験豊富なライダーが
有利といえます。
　60 ～ 70代のライダーや親子、ある
いは祖父母と孫が一緒に楽しんでいる
例も珍しくありません。人里離れた美
しい景色の中、愛する家族や親しい仲
間と一緒になって、パートナーである
馬とともに長時間をかけてひとつのこ
とを成し遂げる──そんなユニークな
スポーツなのです。

＊　＊　＊

　以上ように、エンデュランスが成長
した理由だと思われる点やその魅力に
ついて、いろいろ挙げることはできま
す。しかし、自然の中で馬と一体となっ
た経験が一度でもある人にとって、そ
の究極の姿であるエンデュランスの魅

力は、言葉にする必要はありません。
エンデュランスは、“最高の外乗”だか
らです。

国内でエンデュランスに
参加するには？

　日本では2000年、第１回目の東日本
大会、西日本大会、全日本大会がそれ
ぞれ開催されました。以来、20年の歴
史を刻んでいます。全日本大会は20回
のうち長野で２回、山梨の小淵沢で１
回開催されたのを除き、北海道十勝の
鹿追町が会場になっています。
　現在、国内でエンデュランスができ
るのは、北海道内の数カ所と小淵沢、
静岡県伊豆のホースカントリー（アラ
ビアンホースランチ）です。

◇距離
　20㎞　40㎞　60㎞
　80㎞　120㎞　160㎞

　20㎞は着順を競わないトレーニング
ライド、40㎞は日本馬術連盟公認の競
技と着順を競わないトレーニングライ

ド、60㎞以上は競技として行われます。

◇参加資格 
　 　騎乗者資格として全国乗馬倶楽部
振興協会の３級、または日本馬術連
盟のＣ級が必要です。

◇問合せ先
　・山梨エンデュランス馬術協会
　　www.horseman.jp

　・北海道エンデュランス協会
　　www.hea-gr.jp

　・アラビアンホースランチ
　　www.arabianhorseranch.jp

海外でエンデュランスに
参加するには？

　世界選手権などの大きな大会の場
合、日本から開催国に馬を輸送するこ
ともありますが、現地で馬を借りて出
場するのが一般的です。
　エンデュランスはクルーを含めた
チーム競技であるため、単に馬を貸し
てくれるだけでなく、チームの一員と
してともに活動してくれる人を探すこ

長野で開催された、全日本エンデュランス馬術大会2016の模様。早朝の第１区間。
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６月にフランス、10 ～ 11月頃にオー
ストラリア・タスマニアでの大会出場
を計画中です。興味ある方は、お気軽
にお問い合せください。

鞭も拍車も使わず
160kmを走破する

　スポーツとしてさまざまなルールが
定められていますが、エンデュランス
独特のルールをひとつだけ紹介しま
す。

とになります。
　FRCではオーストラリア、フラン
スで競技に参加しています。2020年は、

　それは、「鞭と拍車は禁止」です。
　１日に160㎞もの距離を１人のライ
ダーと１頭の馬で走破するのは、コー
スや天候にもよりますが、時に人馬の
体力・気力の限界をはるかに超えます。
　エンデュランスをご存じない人か
ら、時々こう聞かれます。「鞭も拍車も
使わずに、どうやって馬を160㎞も動
かし続けられるのか？」と。
　私はこう答えます。
「愛情といたわりの気持ちで動かすの
です」

INFORMATION
FRC小淵沢のエンデュランス講習会、クリニック
当連載の執筆者・田中雅文さんのエンデュランス講習会、クリニッ
クが好評開催中です。八ヶ岳南麓の外乗、裸馬騎乗もあわせてお
楽しみください。

［ADD］  山梨県北杜市小淵沢町10101 FUJII STABLE内
［E-mail］ frc.kobuchizawa@gmail.com
［URL］ www.frckobuchizawa.com
［Facebook］www.facbook.com/frckobuchizawa
【 車 】中央自動車道［小淵沢IC］から5分
【電車】 JR中央線特急で［新宿駅］から［小淵沢駅］まで2時間。 

駅からタクシー5分

テビスカップの難所・クーガーロック（米・カリフォルニア）を登る筆者（2001年８月）。

100マイル（約160㎞）の完走者に贈られるベルト
バックル。写真左はテビスカップ、右はトム・キル
ティー（全豪選手権）のもの。

043UMA LIFE


