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　10 月４日、ベルギーのモーゼル大会でアイルランドのジェシカ・クルテン優勝、佐藤英賢
とカートゥーン Z 号が８位に付けた。佐藤は 10 月 25 日、リビアのトリポリグランプリで準
優勝。アイルランドのシアン・オコンナーとイギリスのウイリアム・ホイテーカーの間に挟
まれての２位である。
　ワールドカップのヨーロッパ・サーキットが再開され、ノルウエーのオスロでスイスのダ
ニエル・エッターとピウス・シュバイツアーが１、２位。フィンランドのヘルシンキでもエ
ッターが優勝した。馬場馬術ではオランダのアンキー・ファン・グランシュファンとサリネ
ロ号がデンマークのオーデンセで開催されたワールドカップ第１回遠征戦で優勝。ヨーロッ
パ選手権において驚異的な高得点で１、２位を占めて、鮮烈な印象を残したオランダのエド
ワード・ガルは２位。ただし、トティラス号には騎乗していない。

　馬場のイザベル・ベルト
に 11月、赤ちゃんが生ま
れることはお知らせした通
りだが、障害のメレディス・
マイケル・ビアバウムも来
年２月出産予定、さらに総
合のイングリッド・クリム
ケがおめでたのためブック
ロー３*大会に出場できな
いと発表した。３人の女性
チャンピオンの中で、クリ
ムケだけがすでに子供を持
っていて、その子グレタは
学齢に達している。

　ルドガー・ビアバウムは
2010 年のドイツ国内Aグ
ループに名を連ねることが

できず、Bグループにいる。ドーピ
ングに対する制裁か、または成績が
レベルに達していなかったのか。A
グループにはメレディス・マイケル・
ビアバウム、マーカス・アーニング、
マルコ・クッチャー、トマス・ミュ
ールバウエル（ホテルオーナーのセ
ミプロだがヨーロッパ選手権で５
位）、カールステン・オットー・ナゲ
ル（ヨーロッパ選手権準優勝）、若手
のフィリップ・バイスシャウトの６
人がいる。ドイツは偉大なるルドガ
ーなしで世界馬術選手権（WEG）を
戦うことになるのだろうか。メレデ
ィスは義妹だし、クッチャーは彼の
右腕、バイスシャウトは弟子の中で
も抜きん出て優秀……となれば、自
分が出ないでも満足できるかも。

　
　ロドリゴ・ペソア父子とクリスト
フ・アメウらが中心となって主催す
るベルギーのブリュッセル・マスタ

ブリュッセル・マスターズ
はアウディの後援で再開
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▲バドミントン、バーレーと CCI4* を勝ち進んだイギリス
のオリバー・タウンドが総合馬術の HSBC クラシック・
トロフィー獲得。写真はポー CCI4* でフリントカーティ
ス号に騎乗。

　Kit Houghton/ FEIC



ーズ戦、今年はブリュッセルで開催
できず、パリ近郊で12月に開催予定
となった。しかし、2011年末にはブ
リュッセルにて再開される。パリ・
ジャンピングのスポンサーはグッチ、
世界のトップ10スポンサーはロレッ
クス、ブリュッセル大会のメーンス
ポンサーは自動車のアウディと決ま
った。

　2012年ロンドンオリンピックの馬
術会場はグリニッジかウィンザーか
とかしましかったが、北京オリンピ
ックの際、会場がメーンスタジアム
のある北京から離れた香港だったこ
とと、ドーピング陽性件数が多かっ
たことを IOCが懸念し、ロンドン大
会では馬術も首都の中心部、それも
オリンピック村の至近で行うように
と要望している。そうすれば、IOC
役員の馬術会場への往復も容易にな
ろう。そこで、LOCOG（ロンドンオ
リンピック組織委員会）はテムズ河
畔のグリニッジを会場にするが、公
園閉鎖期間は１カ月にとどめること
で折り合った。建設や準備期間に６
〜８週間を予定していたのを大幅に
短縮し、クロスカントリーの日以外
は花壇や子供の遊園地は開放したま

までオリンピック競技を開催す
る。障害馬術、馬場馬術、総合
馬術の馬術競技３種目と近代五
種、パラリンピックの会場はグ
リニッジとなる。

　10 月９日付け FEI の世界ラ
ンキングではトップ 10 にドイ
ツ、スイス、フランスが２人ず
つ入り、その他４名は各国１名
ずつ。ドイツのマーカス・アー
ニングが４カ月連続首位、２位
エリック・ラマーズ（加）、３
位マクレーン、ワード（米）、
４位メレディス・マイケル・ビ
アバウム（独）、５位エドウィナ・
アレクザンダー（豪）。スイスはス
ティーブ・ゲルダとピウス・シュバ
イツアーが入り、フランスは初めて
トップ10入りのケビン・スタウト（９
位）とミシエル・ロベール。日本の
トップは佐藤英賢の 202 位、杉谷泰
造は 223位。

　先月とトップ10は変わらず、１位
アデリンデ・コーネリッセン（蘭・
パージバル号）、２位イザベル・ベル

▲ HSBC クラシックの最終戦ポー CCI4*
に優勝したドイツのダーク・シュレイ
ドとキングアータス号。

　Kit Houghton/ FEIC

ト（独・サッチモ号）、３位エドワー
ド・ガル（蘭・トティラス号）、４位
アンキー・ファン・グランシュファ
ン（蘭・サリネロ号）、５位ステファ
ン・ピータース（米・ラベル号）。法
華津寛は69位。

　トップ 10 のうち、５人をイギリ
ス選手が占めた。首位は危なげなく
ウィリアム・フォックス・ピット
（英）、２位ミヒャエル・ユング（独）、
３位オリバー・タウンド（英）、４
位フランク・オストルト（独）、５
位フィリップ・ダットン（米）。大
岩義明は先月より 40 位ほど後退し
131位。

　ベルギーのモーゼルCSI４*は、今
年５月に46歳で他界した創始者のジ
ャン・クロード・ヴァンゲンベルジ
ュに捧げられた。大きな室内馬場に
はクィンタス号に騎乗したヴァンゲ
ンベルジュのポートレートが掲げら
れ、５万ユーロの賞金がかかったジ

障害馬術世界ランキ
ング

モーゼル CSI4* はジェシ
カ・クルテン

馬場馬術世界ランキング

総合馬術世界ランキング

ロンドンオリンピックの 
話題

▲ノルウェーの オスロ CSI-W で優勝し、表彰されるスイスのダニエル・エッターとプーア
プー号。左からショー・ディレクターのモルテン・アーセン氏、マルタ・ルイーズ王女、
エッター、ロレックス社のマガリ・デュボア・バウチャー氏。 　Roger Svalsrod/ FEIC



ャン・クロード・ヴァンゲンベルジ
ュ記念グランプリはミルタイルポー
ロイズ号に騎乗したアイルランドの
ジェシカ・クルテンが勝ち取った。
２位はオランダのタケン。８位に佐
藤英賢とカートゥーンZ号が付けた。
佐藤はヨーロッパの強豪とジャンプ
オフでよく戦い、もう少しで３位に
食い込めるところだった。総計５走
行ノーミスを果たしている。

　10月８日〜 11日、ノルウエーの
オスロで開催されたCSI-Wが 2009-
10ロレックスFEIワールドカップの
ヨーロッパ・リーグ初戦であった。
世界ランキング・トップ10の内６人
が参加する盛況で、特にスイスチー
ムは来年４月のジュネーブ・ファイ
ナルを前にしてやる気満々。グラン
プリでワン・ツーを決めた。
　３月のスヘルトゲンボス大会で優
勝したダニエル・エッターとプーア
プー号がピウス・シュバイツアーと
ユリシスXCH号に 0.7秒の差を付け
て勝った。３位はフランスのパトリ
ス・ドラボーとカッチーナメイル号、
ドイツのクッチャー、ドイサー、バ
イスシャウトが４、５、６位と続いた。
ヨーロッパ・チャンピオンのケビン・
スタウトは１落下して14位、スイス
のスティーブ・ゲルダとトレゾア号
が 15位。トップ 10に名を連ねる選
手たちはそれぞれ２、３点ずつワー
ルドカップポイントを加算できた。

「プーアプー号
はスピードを上
げろと命じると
100％応えてく
れる。経路の最
後にきついカー
ブがあって障害
が２個続き、最
終のロレックス
のオクサーに行
くところも十分
信頼に応えてく
れた」（エッター）
　彼は続いてリヨン、グローバルツ
アー・ファイナルのドーハへと遠征
して行く。妻のマリー・ペルグラン
はフォンテンブローで行われたフラ
ンスチャンピオン戦で銅メダルを獲
得。２人して頑張っている。

　総合馬術ではポーCCI4*（仏）が
開催される前の最終戦がオランダの
ブックローCCI3* 大会。ドイツが個
人・団体金メダルを獲得したのは２
人の女子選手に負うところが大きい。
優勝は昨年に引き続きジュリア・メ
ステルンと種牡馬のショルシュ号、
準優勝ジモーネ・ダイターマンとフ
リーイージー号、３位イギリスのル
ス・エッジとPCウイルソン号。障
害ノーミスが幸いした。地元フラン
スはニコラ・トゥーザンが障害１落
下して３位に１点差で４位。５位イ
ギリスのオリバー・タウンド。上位

10名中６名がドイツ選手。団体２位
はフランス、３位イギリス。

　10月 11日、ドイツのベティーナ・
ホイは芦毛の愛馬リングウッドコカ
トゥー号（18歳）のお別れの儀式を
行った。ブックローCCI3* の会場を
選んだのは、３スターに初めて優勝
したのが2002年この場所だったから
である。同年国内試合に３回勝ち、
全キャリアを通じて４スターに２回
（リューミューレン、ポー）、３スタ
ーに７回優勝している。'06年アーヘ
ンWEGでは団体優勝、アテネオリ
ンピックではひとたび金メダルで表
彰台に上がるも、後にメダル返上す
る事態となった。華麗でドラマチッ
クな経歴を持った馬だ。

　女性のコースデザイナーは少ない
が、パメラは全デザイナー中でも最
高レベルにいた。９月23日、イギリ
スのウィルトシャーにて死去、享年
93。第２次大戦直後まで障害選手と
して活躍し、60年代初め、ヒックス
テッドでオーナーのダグラス・バン
氏（今夏死去）と協力しながらコー
スデザインを進めた。有名なヒック
ステッドダービーのコースも彼女の
作品。モントリオールオリンピック
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▲

リングウッドコカトゥー
号競技から引退ブックロー CCI3* ではド

イツ勢圧勝

パメラ・カルザース死去

オスロ CSI-W はダニエ
ル・エッター ▲フィンランドのヘルシンキ CSI-W で準

優勝のアメリカ、ローレン・ハウとクイ
ックスタディー号。

　Marcus Westermark/FEIC

　Rinaldo de Crean/FEIC



（'76）、ソウルオリンピック（'88）で
も働いた。

　フィンランドの首都ヘルシンキで
行われたCSI-Wはワールドカップ・
ヨーロッパリーグの２戦目。スイス
のダニエル・エッターが好調続きで、
プーアプー号に騎乗して 10 人馬に
よるジャンプオフを制した。２位は
アメリカのローレン・ハウとクイッ
クスタディー号。１、２位の差は
0.28 秒だった。「ジュネーブでファ
イナルが行われる期待でモチベーシ
ョンが上がった。特にダブルのとこ
ろであらゆるリスクを懸けて走行し
た」（エッター）。
　３位はオランダのエリック・ヴァ
ン・デル・ブルーテンとトムボーイ
号。

　ワールドカップ遠征戦ではないが、
ハノーバーCSI4* は重要な競技会で
ある。名種牡馬ガルーベA号の仔タ
ルベットZ号に騎乗してドイツのク
リスチャン・アールマンが25,000ユ
ーロ（約 340万円）の賞金がかかっ
たハノーバー・グランプリを取った。
２位ルドガー・ビアバウムとゴータ
号、３位スウェーデンのロルフ・ゴ
ラン・ベンソン。騎乗したのは北京
五輪銅メダルのニンジャラシーラ号。
　ハノーバーのドレッサージュはド
イツのカローラ・コペルマンとイン
ステルブルク号がグランプリと自由
演技の両方に勝った

　アメリカのワシントンで開催され
たワシントンCSI4* ではトッド・ミ
ニカスがアラスカ号に騎乗してグラ
ンプリ優勝。２位ケイト・レビー、
３位マリオ・デロリエ。デロリエは
国籍をカナダから妻の出身地アメリ
カに変えて戦うことになった。ブラ
ジルのロドリゴ・ペソアはレッツフ

ライ号に騎乗して５位。

　イギリスのジョン・ホイテーカー
（54歳）は 20世紀を代表する障害選
手である。オランダのアッセンCSI3*
で激しい落馬をして足首骨折。手術
を受けた。おそらく６週間はじっと
していなければならないだろう。乗
馬のペパーミル号が故障から回復し
て５カ月ぶりに現場復帰したという
のに。「馬はこの通り快調だけれど、
今度はこちらが跛行しちゃった！」
ジョンはいつも周りの人を笑わせよ
うと気を配っている。

　中東リビアの首都トリポリでCSI3*
が開催され、アイルランドのシアン・
オコンナーとエコビーチ 1.1. 号がグ
ランプリ優勝。イギリスのウイリア
ム・ホイテーカーとサーリオン号が
グランプリ３位。この２人がほとん
どの競技を制したと言ってもいいが、
グランプリで２人の間に食い込み、
２位に入賞したのが華奢な日本人佐
藤英賢とカートゥーンZ号。佐藤は
他の競技にもコメット号で６位に入
っている。

　フランスのエクスアンプロバンス
CSI2* が開かれ、優勝はフランス人
のジェローム・ユレル。２位はスイ

スのエッター夫人であるフランス
人、マリー・エッター・ペルグラン。
３位にスイス在住ポーランド人のヤ
ン・チュザノフスキーとレディーバ
ードルセイ号が付けた。この人馬は
１週間前にはグランプリ優勝するな
ど、常に上位にいて、８回ノーミス
走行した選手に約束されたアウディ
１台を手にした。２頭の馬に騎乗し
たが、８回のノーミスは果たした。
ついでに常に上位にいる選手に提供
される時計も獲得して客席の拍手を
浴びた。

　フランスのポーは総合馬術の会場
として４スター入りし、イギリスの
バドミントン、バーレー等総合馬術
の４スター戦５競技会をまとめた
HSBC クラシックスの一環となり、
今年度最後の試合となった。ドイツ
選手がワン・ツーを決め、優勝ダー
ク・シュレイド（キングアータス号）、
２位アンドレアス・ディボウスキー
（ブッツレオン号）。３位に地元フラ
ンスのパスカル・ルロワ（ミノスド
ゥテトラ号）が来た。ジャン・チュ
レール（マテロデュグランバル号）
は５位。バドミントン、バーレーを
制し、最高潮のイギリス選手オリバ
ー・タウンドはクロスカントリー終
了時にトップに立っていたが、カー
メルクエスト号が障害減点 31 とな
り、メダルはなくなった。それにし
ても今年度 HSBC クラシックスで
は優勝である。

ワシントン CSI4* ではト
ッド・ミニカス
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▲

ハノーバー CSI4* ではク
リスチャン・アールマン

トリポリ CSI3* ではシア
ン・オコンナー

チュザノフスキー、アウ
ディ１台獲得

ポー CCI4* ではダーク・
シュレイド

ヘルシンキ CSI-W でもダ
ニエル・エッター

　Roger Svalsrod/FEIC


