
沖縄こどもの国を応援する！
オンラインサポーター「ゆんたくコミュニティ」も実施中！

公式　　　　　　　　　　　　              で
沖縄こどもの国情報配信中！
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　琉球王朝時代から戦前までの約300年間、沖縄には「ンマハラシー」（地方によって「ンマスーブ」、

「ンマズリィ」など）と呼ばれる競馬が行われていました。庶民にも人気があったンマハラシーは、

かつて沖縄に（離島を含めて）200以上もあった馬場で、アブシバレー※など地域の農業行事の際など

に開催され、出店もあわせて大変な賑わいを見せていました。

　地域によっては全力疾走で速さを競うスタイルのものもありましたが、それだけではなく、速さは

もちろん、足並みの美しさを競うという、世界にも類を見ないスタイルでの競馬が行われていたのです。

　ンマハラシーで活躍していた沖縄の在来馬（沖縄にもともといた馬）は、馬としては小柄ですが

力持ちで、ふだんは荷物を運んだりサトウキビを絞る作業を担ったりしていました。しかし、戦争が

始まると、馬たちは軍馬として活用されるようになり、さらに戦後の自動車の普及や農業の機械化など

社会の大きな変化によって、在来馬の数は少なくなってしまいます。ンマハラシーも、沖縄本島では

1943年、那覇市首里の平良真地で行われたのを最後に途絶えてしまいました。

　沖縄こどもの国は、在来馬を含めた在来家畜の保存にも力を入れています。そして、2013年、地域の

方々と連携し、じつに70年ぶりにンマハラシーを復活させました。

　  りゅうきゅうおうちょうじだい　　　   せんぜん　　　　　　やく　　　  ねんかん　  おきなわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ちほう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    よ　　　　　　    けいば　　おこな　　　　　　　　　　　　　　 しょみん　　　　  にんき

　　　　　    おきなわ　　　    りとう　　  ふく　　　　　　　　   いじょう　　　　　　　　 ば　ば　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ちいき　　 のうぎょうぎょうじ　    さい

　　かいさい　　　　　しゅってん　　　　　　　　　  たいへん　　にぎ　　　　　　 み

　　   ちいき　　　　　　　　　  ぜんりょくしっそう　　はや　　　   きそ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  はや

　　　　　　　　　   あしな　　　　うつく　　　　　 きそ　　　　　　　　　 せかい　　　　るい　　  み　　　　　　　　　　　　　　　　けいば　　 おこな

　　　　　　　　　　　　　　　 かつやく　　　　　　　  おきなわ　　  ざいらいば　　 おきなわ　　　　　　　　　　　　　 うま　　　　    うま　　　　　　　    こがら

ちからも　　　　　　　　　　　　　  にもつ　　   はこ　　　　　　　　　　　　　　　　    しぼ　　 さぎょう　　にな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    せんそう

はじ　　　　　　　うま　　　　　　 ぐんば　　　　　    かつよう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      せんご　　　 じどうしゃ　　    ふきゅう　  のうぎょう　　  き か い か

しゃかい　　 おお　　　　 へんか　　　　　　　　　  ざいらいば　　  かず　　 すく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  おきなわほんとう

　　　　  ねん　　な　は　し　しゅり　　   てぃーら   まーじ　　おこな　　　　　　　　　    さいご　　　と　だ

　　 おきなわ　　　　　　　  くに　　　　ざいらいば　　  ふく　　　　  ざいらいかちく　　　 ほぞん　　　　ちから　   い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ねん　　 ちいき

かたがた　   れんけい　　　　　　　　　　    ねん　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ふっかつ

※アブシバレー。旧暦４月の吉日に行われる行事で、14～15日頃に
　行われることが多い。「アブシ」とは畑や田の「畦」のことで、 
  「バレー」は「払う」という意味。畦の雑草を刈り取り、
　農作物につく害虫を捕まえて、海や川に流し、豊作を祈願する。

　　　　　　　　　　　　　　　  きゅうれき　  がつ　　きちじつ　  おこな　　　　　  ぎょうじ　　　　　　　　　　   にちごろ

　  おこな　　　　　　　　　　　  おお　　　　　　　　　　　　　　　　　  はたけ　　 た　　　　   あぜ

　　　　　　　　　　　　　　　   はら　　　　　　　　　　　 い　 み　　  あぜ　　 ざっそう　　    か　　　と

　　 のうさくもつ　　　　　　がいちゅう　   つか　　　　　　　　   うみ　　かわ　　 なが　　　　 ほうさく　　　きがん

沖縄こどもの国 Youtube チャンネルにて
2023年1月21日（土）開催の様子をアーカイブ配信

琉球競馬ンマハラシー オンラインシンポジウム

　N’maharashi is a traditional style of horse-racing in Okinawa which existed around 300 years,
 from the days of Ryukyu Dynasty, to pre-WWII. This type of horse-racing was very unique, in which 
the horses are judged not only by their speed, but also for their beauty of pacing.
　This relationship between humans and horses drastically changed through the war, and the eco-
nomic development which followed after. The Okinawan native horses were originally very small, but 
had enough endurance to carry around people, luggage and stocks, and help squeeze juice out of 
sugarcanes. However, the number of horses declined when people began using horses for military 
purposes during the war. The development of transport, and logistic technologies, also lead to the 
decline of these horses. Thus, accordingly to the diminish of the number of the horses, this unique 
culture of N’maharashi was totally lost from this island after the final competition in Naha City.
　Okinawa Zoo and Museum has been playing an important role in restoring native livestock animals 
including the horses with the cooperation of local people. Finally, for the first time in 70 years, we 
succeeded in the revival of N’maharashi in 2013. 

大正初期、仲原馬場での競馬（「望郷沖縄」より）

　ンマハラシーでは、「馬と乗り手の一体感」や「馬の足運びの優美さ」をポイントとして競います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    うま　　 の　　   て　　    いったいかん　　　　   うま　　あしはこ　　　　   ゆうび　　　　　　　　　　　　　　　　　　 きそ

 　Riders and their horses compete against each other for their unity, and their beauty of pacing. 

　　こんたいかい　　　　　　　 めい　　  しんさいん　　  くわ　　　　　かんらん　　　　　　　  みな　　　　　　 しんさ　　　さんか

　    はし　　　　 きれい　　　　  おも　　　  ほう　　　 うま　　 いろはた　しろ　　　　　　あか　　　   あ

みな　　　　　　 あ　　　　  はた　　　 おお　   ほう　　 いろ　　 きょうぎしゃ　　　  てん　　   かさん

   しんさいん　　 めい　　　　　   かく　 てん　　　 みな　　　　　　　　　　    てん

　　　　ごうけい　   しょうはい　　き

　今大会では、４名の審査員に加えて、観覧している皆さんも審査に参加していただけます。

「走りが綺麗だと思った方」の馬の色旗（白または赤）を揚げてください。

皆さんが揚げた旗の、多い方の色の競技者に１点が加算されます。

審査員４名からの各１点と、皆さんからの１点、

その合計で勝敗が決まります。
　Today we have 4 judges on stage, each with 1 voting point. There will 
also be 1 point from the audience! Please raise your flag; red or white for 
the one you think were better at the above 4 standards. 
Then the majority will earn a point. 

1.「スピード感」Are they over-speeding?
　　　　　　　　　　　   かん

2.「リズム」Are they rhythmic?

4.「馬と乗り手のビジュアル」
　　　　　　　　　　　　Do both the riders and their horses look beautiful and unite?
　　美しく着飾っているか？

うつく　　　　きかざ

　　　   うま　　  の　　　て

3.「まっすぐ進んでいるか」Are they running straight?
　　　　　　　　　　　   すす

※ただし、馬のいちばん速い走り方「駆足」をしたらダメ！
　　　　　　　　　　うま　　　　　　　　　　はや　　 はし　　かた　　かけあし

“Galloping” or “Cantering”, which are considered 
the fastest ways of running will not be considered ‘qualified’.

ぱっか ぱっか ぱっか ぱっか
Trotting

ぱからん！ぱからん！ぱからん！
Cantering / Galloping

審査用の色旗は、「総合案内」（場所は本冊子裏表紙をご覧ください）にて配布します。
数量限定となりますので、ご希望の方はお早めに総合案内にお越しください！

   しんさよう　　    いろはた　　　　   そうごうあんない　　　   ばしょ　　   ほんさっし     うらびょうし　　　　らん　　　　　　　　　　　　　はいふ

すうりょうげんてい　　　　　　　　　　　　　　　　    きぼう　　 かた　　　　はや　　　　そうごうあんない　　　　   こ

You can get the judging flags at the General Information (see the map on the back cover).
The number of flags are limited, so come and get them quick!

皆さんも審査員！
みな　　　　　　  しんさいん
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　当日の馬の体調などによって、出走しない、または別の馬に変更となる場合があります。
　This list is subject to change due to health reasons.

　　とうじつ　　うま　   たいちょう　　　　　　　　　　　  しゅっそう　　　　　　　　　　　　 べつ　   うま　　 へんこう　　　　　　 ばあい

※牝馬はメス馬、セン馬は去勢して子どもを残せないオス馬のこと
　　  ひんば　　　　　　  うま　　　　　　  ば　　  きょせい　　　　   こ　　　　　　  のこ　　　　　　　　　　うま

* “Gelding” is a castrated male horse. “Mare” is a female horse.

 しょぞく

せいべつ　　　　　　　 ば

所属  ：  ホースガーデンちゅらん Horse Garden Churan

性別  ：  セン馬  Gelding

 しょぞく

せいべつ　　　  ひんば

所属  ：  ホースガーデンちゅらん Horse Garden Churan

性別  ：  牝馬

　当牧場は、競馬を引退した馬たち、高齢で引退した乗馬、虐待や飼育放棄より
保護した馬たちをはじめ、繁殖が終わったヤギや捨てられた鳥、犬、猫、ウサギ
など、色々な動物たちが穏やかに暮らしています。一頭でも多くを救いたい一心で
日々活動しています。ぜひ応援よろしくお願い致します。

 しょぞく　　　   とうなんしょくぶつらくえん

せいべつ　　　  ひんば

所属  ：  東南植物楽園  Southeast Botanical Gardens

性別  ：  牝馬

　東南植物楽園では、４頭のヨナグニウマが暮らしています。
　県内最大級の蓮池の周りを乗馬したり、バオバブの木を眺めながら
馬と触れ合ったりと、植物園ならではの景観の中、ヨナグニウマと園内を
自由に散策することができます。
　小さなお子さんは、ヨナグニウマのキッズカートでお散歩するのも
楽しいですよ。
　ぜひ、東南植物楽園のヨナグニウマに会いに来て下さいね。

 しょぞく

せいべつ　　　　　　　 ば

所属  ：  うみかぜホースファーム  Umikaze Horsefarm

性別  ：  セン馬  Gelding

 しょぞく

せいべつ　　　  ひんば

所属  ：  うみかぜホースファーム  Umikaze Horsefarm

性別  ：  牝馬

 しょぞく

せいべつ　　　　　　　 ば

所属  ：  うみかぜホースファーム  Umikaze Horsefarm

性別  ：  セン馬  Gelding

 しょぞく

せいべつ　　　　　　　 ば

所属  ：  うみかぜホースファーム  Umikaze Horsefarm

性別  ：  セン馬  Gelding

 しょぞく

せいべつ　　　  ひんば

所属  ：  うみかぜホースファーム  Umikaze Horsefarm

性別  ：  牝馬

 しょぞく

せいべつ　　　　　　　 ば

所属  ：  うみかぜホースファーム  Umikaze Horsefarm

性別  ：  セン馬  Gelding

　南城市にある、ヨナグニウマの牧場です。12月末に、ご近所の
ホテルにお引越ししました。ホテル常駐のヨナグニウマ親善大使
として、ホテルを訪れるお客様をぜーんぶヨナグニウマ好きに
する、という夢をもって活動しています！



- 6 - - 7 -

　与那国馬や島ヤギ、島ウヮー（豚）やチャーン（鶏）など、沖縄の在来家畜の
保存と、それに関する教育普及活動に力を入れています。沖縄こどもの国の在来
家畜には、主に「琉球弧フィールド」で会うことができます。また、「ふるさと園」
では、家畜がいた昔の沖縄の家の風景を垣間見ることができます。
　沖縄こどもの国では、沖縄在来馬である与那国馬４頭を含めて８頭の馬が
飼育されています。

 しょぞく　　　  おきなわ　　　　　　　 くに

せいべつ　　　　　　　 ば

所属  ：  沖縄こどもの国  Okinawa Zoo ＆ Museum

性別  ：  セン馬  Gelding

 しょぞく　　　  おきなわ　　　　　　　 くに

せいべつ　　　　　　　 ば

所属  ：  沖縄こどもの国  Okinawa Zoo ＆ Museum

性別  ：  セン馬  Gelding

 しょぞく　　　  おきなわ　　　　　　　 くに

せいべつ　　　  ひんば

所属  ：  沖縄こどもの国  Okinawa Zoo ＆ Museum

性別  ：  牝馬  Mare

　沖縄本島より西へ約100kmの距離にある離島、久米島で在来場を
中心とした馬20頭が暮らす牧場です。
　かつては一家に一頭は居た馬ですが、戦後は徐々に姿を消し、
わずか２頭だけ残った馬たちと牧場を始めて今年で10年になりました。
ヨナグニウマ、トカラ馬、ミサキ馬とその子供たちという個性豊かな
馬たちが、遊休地などを利用して放牧でのびのびと暮らしています。
観光のお客様と自然の中をお散歩したり、保育園や学童の子ども達と
遊んだり。また、小学校の授業やクラブ活動で子供たちが馬と共に
過ごす活動をしています。

 しょぞく　　　    く  め  じ  ま  うま ぼくじょう

せいべつ　　　  ひんば

所属  ：  久米島馬牧場  Kumejima Uma Bokujyo

性別  ：  牝馬

 しょぞく　　　    く  め  じ  ま  うま ぼくじょう

せいべつ　　　　　　　 ば

所属  ：  久米島馬牧場  Kumejima Uma Bokujyo

性別  ：  セン馬  Gelding

 しょぞく　　　    く  め  じ  ま  うま ぼくじょう

せいべつ　　　　　　　 ば

所属  ：  久米島馬牧場  Kumejima Uma Bokujyo

性別  ：  セン馬  Gelding

 しょぞく　　　    く  め  じ  ま  うま ぼくじょう

せいべつ　　　  ひんば

所属  ：  久米島馬牧場  Kumejima Uma Bokujyo

性別  ：  牝馬

 しょぞく　　　    く  め  じ  ま  うま ぼくじょう

せいべつ　　　　　　　 ば

所属  ：  久米島馬牧場  Kumejima Uma Bokujyo

性別  ：  セン馬  Gelding

※牝馬はメス馬、セン馬は去勢して子どもを残せないオス馬のこと
　　  ひんば　　　　　　  うま　　　　　　  ば　　  きょせい　　　　   こ　　　　　　  のこ　　　　　　　　　　うま

* “Gelding” is a castrated male horse. “Mare” is a female horse.
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側対歩
そくたいほ

ふつうの足運び

（斜対歩）

　　　　　  あしはこ

しゃたいほ

　ンマハラシーで競われる足並みの美しさのポイントのひとつが「側対歩」です。

　側対歩は、片側の前後の脚が同時に出る走り方のことをいい、馬のふつうの足

運びとは異なります。揺れが少なく、人を乗せたり荷物を載せたりするのに適し、

その足並みはとても美しいと見なされていました。

　　　　　　　　　　　　　　　 きそ　　　　　　 あしな　　　　うつく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そくたいほ

　　   そくたいほ　　　　かたがわ　　  ぜんご　　  あし　　   どうじ　　　で　　  はし　   かた　　　　　　　　　　　　   うま　　　　　　　　　  あし

はこ　　　　　   こと　　　　　　　　　 ゆ　　　　  すく　　　　　ひと　　 の　　　　　　　にもつ　　   の　　　　　　　　　　　　　　てき

　　　　  あしな　　　　　　　　　  うつく　　　　　   み

　竹馬で走る時、私たちは片側

の手足が同時に出ますよね？  

つまり、側対歩で走っている

ことになります！  竹馬競争

「竹ンマハラシー」に参加して、

側対歩を体験してみましょう。

　　たけうま　　 はし　   とき　わたし　　　　　 かたがわ

 　　 てあし　　　 どうじ　　　で

　　　　　　　  そくたいほ　　  はし

　　　　　　　　　　　　　　　    たけうまきょうそう

　　たけ　　　　　　　　　　　　　　　さんか

  そくたいほ　　   たいけん

【受付】

　　場所  ：  総合案内

　　時間  ：  12：00～13：00

　　定員  ：  先着15名

　　うけつけ

　　　　  ばしょ　　　　   そうごうあんない

　　　　  じかん

　　　　ていいん　　　  せんちゃく　   めい

【競技】

　　場所  ：  ンマハラシー競技馬場

　　時間  ：  13：10～13：35

　　きょうぎ

　　　　  ばしょ　　　　　　　　　　　　　　　　きょうぎ   ば　ば

　　　　  じかん

　今回のンマハラシーで優勝するンマを予想して、

勝馬投票券を持っておこう！

　見事優勝したンマの勝馬投票券を持っていた人

には、オリジナルグッズ「ンマもり」をプレゼント！

また、優勝したンマ以外の勝馬投票券の中から

抽選で10名の方に「フクギ染のンマ巾着」を

プレゼントします。

　　こんかい　　　　　　　　　　　　　　   ゆうしょう　　　　　　　　　   よそう

かちうまとうひょうけん　　 も

　　  みごと  ゆうしょう　　　　　　　　　かちうまとうひょうけん　　 も　　　　　　　　ひと

　　　　　ゆうしょう　　　　　　　   いがい　　  かちうまとうひょうけん　    なか

ちゅうせん　　　　めい　   かた　　　　　　　　   ぞめ　　　　　  きんちゃく

【勝馬投票券の配布】

　　場所  ：  総合案内

　　時間  ：  11：00～13：30頃（パドック終了まで）

　　数量  ：  各馬100枚

　　かちうまとうひょうけん　　  はいふ

　　　　  ばしょ　　　　  そうごうあんない

　　　　  じかん　　　　　　　　　　　　　　　　　  ごろ　　　　　　　   しゅうりょう

　　　   すうりょう　　　    かくうま　　　 まい

【プレゼント引換え】

　　抽選・発表  ：  表彰式にて行います

　　引換場所  ：  ステージ（表彰式後15分間) → 総合案内（その後、終了まで）

　　引換時間  ：  表彰式後～16：00

　　　　　　　　　　　   ひきか

　　　   ちゅうせん   はっぴょう　　　 ひょうしょうしき　　  おこな

　　　　ひきかえ   ばしょ　　　　　　　　　　　　　 ひょうしょうしきご　　ふんかん　　　  そうごうあんない　　　　　　ご　しゅうりょう

　　　　ひきかえ   じかん　　　　 ひょうしょうしきご

 しょぞく　　　  おきなわ　　　　　　　 くに

せいべつ　　　　　　　 ば

所属  ：  沖縄こどもの国
　　　  Okinawa Zoo ＆ Museum
性別  ：  セン馬  GeldingＡ-００１

※競技の進行などにより、時間は前後する可能性があります
　Schedules are subject to change.

　　 きょうぎ　　 しんこう　　　　　　　　　　　 じかん　　    ぜんご　　　　   かのうせい

16：0011：00 13：0012：00 （14：00頃）
　　　　　　ごろ

（15：00頃）
　　　　　　ごろ

出展ブース（飲食・ワークショップ）
Booths （Food & Drink, Workshop)

しゅってん   　　　　　 いんしょく     　　　　　　　　　　　　　

営業
Open

えいぎょう

配布
はいふ

プレゼント引換え
　　　　　　　ひきか

抽選
ちゅうせん

勝馬投票券
かちうまとうひょうけん

受付
うけつけ

競技
きょうぎ

竹ンマハラシー
たけ　　　　　　　　　　　 

ンマハラシー競技
 Race

　　　　　　　　　　　 きょうぎ

琉球競馬ンマハラシー  競技
Ryukyu Horse Racing

りゅうきゅうけいば   　　　　　　　　　　　　きょうぎ 

開会式
Opening Ceremony

かいかいしき

パドック
Paddock

ンマハラシー
デモンストレーション
Demonstration

表彰式
Awarding Ceremony

ひょうしょうしき

出走する馬を下見できます
しゅっそう 　　  　うま   　　したみ    　　 　　　　　

競技順の決定（くじ引き）
Raffle for Starting Order

きょうぎじゅん　　けってい 　　　　 び 　　　
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飲食
いんしょく

沖縄市郷土博物館
馬具のハンズオン展示

  おきなわし  きょうど   はくぶつかん

⑥
無料!
NO

CHARGE

まえだ工房
消しゴムはんこ雑貨
消しゴムはんこ
　ワークショップ

　　　　　　こうぼう

⑨

SEED OKINAWA
沖縄生き物缶バッヂづくり

   シ ー ド　　   オ  キ  ナ  ワ

⑪

月桃チマキRUUCHOO
素材にこだわりすぎた月桃チマキを販売します。
月桃紅豚チマキと月桃豆チマキ（VEGAN）を
ご用意予定です。

げっとう　　　　　　　ル  ー  チ  ュ  ー

②

marph kitchen
ベーグルサンド、焼き菓子（スコーンなど）、
オリジナルドリンクの販売をします。

　   マ  ー  フ  キ  ッ  チ  ン

⑤

雨の日ライオン
菓子の販売です。

あめ　　 ひ

⑦

MILK BOMB
キッチンカーでのタピオカドリンク、
ポップコーン販売をします。

  ミ  ル  ク　　ボ　ム

⑫

MILL By TIMELESS
パンの販売をします。

   ミ　ル　 バ イ　  タ  イ  ム  レ  ス

⑧

1756's café
マカロン、焼菓子など
テイクアウトの
お菓子を販売します。

イナゴロウズ    カフェ

⑩

乗馬・エサあげ体験コーナー
乗馬体験  Pony Ride  ￥500
エサあげ体験  Hand Feeding ￥200

じょうば　　　　　　　　　たいけん

⑬

各ブースの営業時間　11：00～16：00
かく　　　　　　　　 えいぎょうじかん

ワークショップ

　各出展ブースの会場内での配置は、本冊子の裏表紙（12ページ）でご確認ください。
　　かくしゅってん　　　　　　  かいじょうない　　　　はいち　　　　 ほんさっし　　　うらびょうし　　　　　　　　　　　　　　 かくにん

沖縄県立博物館・美術館
おきみゅーの体験キットであそぼう！

 おきなわけんりつ はくぶつかん　  びじゅつかん

①

ヨナグニウマ保護活用協会
活用協会に所属する牧場の紹介と、
ヨナグニウマのオリジナルグッズ販売をします。

  　　　　　　　　　　　 ほ　ご  かつようきょうかい

③

somekoubou haruiro
紅型コースター体験
（うさぎ・うま・ぞう）

　　ソ  メ  コ  ウ  ボ  ウ　　　  ハ ル イ ロ

④

¿Harucuru?
照間ビーグで
草編みワークショップ
-ビーグたわし-

　　  ハ  ル  ク  ル

②

無料!
NO

CHARGE
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