パークの案内図は中国語、韓国語、日本語及びフランス語版が全てのスタンピード案内所のブースにて入手可能です。

マクドナルド・アベニュー口
エンマックス・パーク

カウボーイ・カジノ

オリンピック・ウェイ

ピープル・センター

ニ

ベ
・ア

ブ

エル

トゥ

サ

・
ュー

スト

オリンピック口

イー

・
ウス

スタンピード本部
44

ビクトリア・パーク・スタンピード駅

スタンピード中央口
パーク・レジェンド
4

救急センター
トイレ
ATM (モントリオール銀行)
公衆電話
スタンピード案内所 / ゲストサービス

ATCO ガス 迷子センター
車いす・ベビーカー・ロッカー貸出所

障がい者用駐車場
授乳室
タクシー
ツアーバス駐車場
ライトレール交通
喫煙指定区域
禁煙指定区域
カルガリー警察官詰所

アールトン口

緑地・ピクニック広場・座席区域

駐輪場

マックレオド・トレール

新イベント案内所

アールトン駅
花火観覧場所

トェ

トレイルブレーザー・センター
エネルギー・シティ・ツアー
ツアーバス乗降場所

フィ

ィ
ンテ

アベ

・
フス

ウ

・サ

ー
ニュ

ト

ース

イ
ス・

チケット及びイベント情報についてはcalgarystampede.comを訪れてください。

喫煙ガイドライン

カルガリー・スタンピードはお客様やボランティア、従業員に安全で健全な環境を提供することに尽力しています。
全員が快適に過ごせるように、喫煙の際にはパーク内の便利な場所に設けられている屋外喫煙区域をご利用いただけますよう、ご協力お願い申し上げます。

ミッドウェー
アトラクション

ADVenture
Park

BMO センター / スタンピード・コラル

農業

アトラクション

アトラクション
53
53

GMC レンジランド・ダービー

77

• 図画工作

38

家畜小屋（家畜の公開）
カントリー・クリッター

内野席/特別席/南側内野席

78

ビクトリア・パビリオン

• 説明用ツアー

34

58

トランスアルタ・グランドスタンド・ショー

79

28

ホース・ヘイブン

60

• ロータリー・ドリーム・ホーム（セールスブース）

ノーザン・ライツ・アリーナ

63

• キンズメン・ウィール（トラック / カプラーツアー、セールスブース）

ドラフト・ホース・タウン

65

• 50/50 カウボーイ・キャッシュ（セールスブース）

カントリー・トレール

65

アグリアム・ウェスタン・イベント・センター

66

ベル・アドレナリン・ランチ（スタンピード・コラル） 38

ウェストジェット・スカイライド

3

スカイ・スクレーパー（超スリルな乗り物）

4

スタンピード・タレント・サーチ（ボイス劇場）
バッカルーズ

スリングショット（超スリルな乗り物）
キッズ・チャック・チャレンジ
N.A.M.E 案内所ブース

14
5
6

スタンピード宝くじ

16
11

•ロータリー・ドリーム・ホーム（ホームツアー）

8

• キンズメン・ウィール (プライズ・テント）

9

セールス・ブース：ロータリー・ドリーム・ホーム

10

キンズメン・ウィール と 50/50 カウボーイ・キャッシュ

飲食施設
コロナ・ゾーン

12

トリプルB （バーべキュー、雄牛、ビール）

13

屋台

カルガリー・コープ・キッチン劇場

ウェスタン・オアシス

33

29

• ウェスタン・アートショー

• アグリアム・アグティビティ・イン・ザ・シティー

• ウェスタン生活様式ショー
• ウィンドー・オン・ザ・ウェスト・ステージ

• ロブソン・ルーム・アンド・プライベート・スイート

グレイン・アカデミー（プラス 15 通路）

• UFAキャトル・トレール
30

飲食施設
モットズ・クラマート・シーザー・ハウス

31

ワイン・ガーデン

29

提供：カルガリー・コープ（ワイン・スピリッツ・ビール）

売店（食品）

28

スタンピード・ストア

36

スタンピード・マーケット

28

• 農業コンテスト
• シープ・ショーケース
• スワィン・ショーケース

ラムルズ・ウェスタン服飾中央テント

15

ラムルズ・ウェスタン服飾（3店舗）

18

説明用プログラム

AG グリル

62

ミルク・アンド・クッキー・シャーク

65

スタンピード売店

80

クラブハウス・ラスティック・キッチン

80

ラナハンズ（会員のみ）

81

30X サルーン（私的会合）

82

レイジ― S （チケットに含まれています）

83

パドック・バルコニー（私的会合）

84

フロンティア・パビリオン（私的会合）

85

レンジランド・テント（私的会合）

86

ヒッチン・ポスト

87

チケット売り場（イベントチケット）

• 歴史に関する物語とゲーム
• ティピ組立てコンテスト

エンターテイメント
ステージ
• 肉切り競争

飲食施設
バノック・ブース

88

個人小売業者
スタンピード・ストア
ラムルズ・ウェスタン服飾

個人小売業者

ビッグ・フォー
アトラクション
国際パビリオン、北京アクロバット

17

遺失物取扱所

ラムルズ・ウェスタン服飾

ミッドウェーの乗り物・ゲーム
18

飲食施設
レンジ・インターナショナル・フード・マーケット（階下）

37

グレート・ファンティア・ミニ・グランドスタンド
(子供のトラクターけん引とチームペ二ング）

WINE GARDEN

19

ビッグ・フォー・ステーション・クラフト・ビール・アンド・ワイルド・ウイング（階下）19
パーム・ベイ・ティキ・ハット（階下）

グレート・ファンティアー/キッズ・ミッドウェー
アトラクション

お買い物

19

スコシアバンク・サドルド―ム

PRESENTED BY

アトラクション

コカ・コーラ・ステージ / ウィディックビル
アトラクション
ウィディックビル
ロータリー・ハウス（私的利用用）

22
22

エンターテイメント
23

飲食施設
屋台

お買い物
個人小売業者

42
44

農業コンテスト（最初の4日間）

45

ステップ

47

エンターテイメント

48

バージン・モバイル・スタンピード・コンサート・シリーズ
カルガリー・スタンピード・ショーバンド演奏（ステップ）

飲食施設

コカ・コーラ・ステージ
生音楽演奏

ハイダイブ（ステップ）
カナダ軍部隊展示

クライスラー・クラブ

49

ダットンズ

49

22

ナシュビル・ノース
エンターテイメント
ナシュビル・ノース
生音楽演奏

飲食施設
キオスク（食品）
ストリ・ラウンジ
個人小売業者

67

ATM（モントリオール銀行）

飲食施設
救護室
ゲストリレーション
トイレ
アクセス
（車いす）

90

• 伝統的ダンスとドラム

お買い物

• 個人小売業者

89

• カウンシル・ティピ

チケット

飲食施設

提供：ペン・ウェスト

第7条先住民文化の展示

飲食施設

お買い物

お買い物

アトラクション
77

2

アドベンチャー・パーク
スタンピード宝くじ

エンターテイメント
スタンピード・ロデオ

ミッドウェーの乗り物・ゲーム

BMO キッズ・ゾーン

インディアン・ビレッジ

52

1

7

グランドスタンド（イベントチケットが必要です）

国際農業ブース

グローバル・カルガリー・ドッグ・ボール

スタンピード・ストア・ミッドウェー

提供：マクドナルド

S TA M P E D E

M ARKET

91

ロデオ

イブニング・ショー

賞金 - ルール
• 世界上位の20人のライダーが集まり、サドル・ブロンコ、ベアバック、ブル・ライディング、タイダウン・ローピン
グ、ステア・レスリング、レディース・バレル・レーシングの6種目で競い合います。

• プールAは1日目から4日目まで、プールBは5日目から8日目まで競技が行われます。
• 毎日、1競技につき1万7,500ドルの賞金が用意されます。
• 2つのプールそれぞれの賞金獲得額上位4名が、ショーダウン・サンデーに出場できます。
• 残るライダーは、敗者復活を懸けてワイルド・カード・サタデーに進みます。
• ワイルド・カード・サタデーの上位2名も、ショーダウン・サンデーに出場できます。
• ショーダウン・サンデーでは、10名の準決勝出場者が競い合い、得点またはタイムの上位4名がショーダウン・ラウ
ンドに進みます。

• この上位4名が、賞金10万ドルとカルガリー・スタンピード優勝を懸けて、全力を尽くして戦います。
• 正統派のロデオ、心躍る競技スタイル、高額の賞金、一流のライダー、目を見張るような見事な動物、それがカルガ
リー・スタンピードのワイルドなロデオです。

このユニークな2部構成のエンターテイメント・ショーは、毎晩7時45分に始まります。クラクションが鳴り響いた
ら、4台の幌馬車が競うレースを9レース行うGMCレンジランド・ダービーの開幕です。その興奮度は地震計で計れそ
うなくらいです。最後の馬車がごう音を立ててゴールしたら、次はトランスアルタ屋外ショーが始まります。驚くべ
きテクノロジー、世界最高の音楽、趣向を凝らした歌と踊り、息を呑むスタント、世界レベルの打ち上げ花火、見と
れるような花火の技術、素晴らしいセットをお楽しみください。

レンジランド・ダービーのルール
ルールは一見シンプルです。4頭の神経質なサラブレッドを幌馬車につなぎ、樽のところで停止させて、2人の従者(
それぞれ馬に乗っています)が馬車にストーブをセットしている間、馬を落ち着けて、開始のクラクションを待ちま
す。GMCレンジランド・ダービーには正確な協力と調整が求められます。エラーになるきわどい境界線が設定されて
おり、それを越えると、10日目に行う15万ドルが懸かった最終レースに出場できません。このように細かい規定があ
るため、罰点を取られずに10日間過ごすのは非常に困難です。よいタイムを出し、上位4名に残るには、非常に多く
のことを正しく行い、罰点を取られないようにする必要があります。最も一般的な罰点には、次のようなものがあり
ます。

従者
ストーブが地面に落下する

1秒

従者が適切に8の文字型を描いていない

1秒

従者が樽を倒す

樽1個あたり

2秒

従者が樽を見逃す

樽1個あたり

2秒

従者が馬車を引く馬よりも先にゴールする

2秒

従者が遅れる

1秒

従者がゴールしない

2秒

馬車
フライングする、またはフライングを誘発させる

1秒

開始のクラクションが鳴る前に馬車がスタートする

タイダウン・ローピング
タイダウン・ローピングは、1900年代初頭から変わら
ず、現在もロデオで最も技術を要する種目となってい
ます。牛のローピングは牧場の日課の1つで、ローピン
グ・スキルを身に付けているカウボーイは高く評価さ
れました。ローピングには、馬とのパートナーシップ
とカウボーイの手と目を連動させる能力が必要とされ
ます。
現在のロデオ・アリーナでは、必ず子牛にヘッド・ス
タートを与えて先に走らせ、子牛が境界線を越える
と、ヘッド・スタート終了と見なされます。ヘッド・
スタートが終了する前に出場者が位置から出て、境界
線を割ると、罰点の10秒が加算されます。出場者は子
牛を投げ縄で捕まえると、すぐに馬を減速させて飛び
降り、子牛に駆け寄って3本の足をロープで結びます。
出場者がロープを結んでいる間、馬は馬でロープが緩
まないように保っています。
出場者が手を上げて終了の合図をすると、タイムが止
められます。子牛のロープが解けず、ジャッジが結び
目を確認すると、それが正式なタイムになります。ア
リーナのヘルパーがすぐに駆け寄って子牛を解放しま
す。不必要に荒っぽい動作があると、失格になりま
す。

ベアバック
ベアバック・ライディングはこの100年で器具もスタイ
ルも変化してきましたが、依然としてその原型は保た
れています。カウボーイはリギングと呼ばれる革製の
ストラップで馬にくくり付けられた手になじむハンド
ルを握り、足をできるだけ前に伸ばし、続いてリギン
グの方までスパーリングの動作をします。とりわけエ
キサイティングなベアバック・ライドでは、ライダー
はまるで竜巻の中に放り込まれたかのようです。
ベアバック・ライディングは肉体的に最もきつい種目
で、カウボーイは片腕で馬の力に耐える強さを試され
ます。馬とライダーが一体となって100点満点を目指し
ます。ライダーは、馬の背でのコントロールとスパー
リング技術で評価されます。スパーリングと馬の動作
を最も上手く調和させることができたライダーに高い
得点が与えられます。
ベアバック・ライディングでは、8秒間乗り切れなかっ
たり、空いた方の手で馬や自分の体や器具に触れたり
すると、失格になります。

ステア・レスリング
ステア・レスラーには、タイミング、調和、力強さが
求められます。ステア(去勢した若い雄牛)にヘッド・
スタートが与えられ、レスラーが位置から出る前にス

テアがスコアラインを越える必要があります。ステア
がスコアラインを超える前にレスラーが境界線を割る
と、罰点の10秒が加算されます。
ステア・レスリングはチーム種目ではありませんが、
出場者はヘイザーの全面的なサポートを受けます。ヘ
イザーとは、ステアを真っ直ぐ走らせる役目を負うも
う1人のライダーです。出場者は馬に乗ってステアの
横を走り、馬を減速させて、ステアの頭に手を伸ばし
ます。そして右腕を右の角に、左腕をステアの顎の下
に巻き付けます。そして地面に降りて両足を土の中に
食い込ませてステアの勢いを止め、ねじ伏せて倒しま
す。これは設定された条件をクリアするまでの時間を
争う種目ですので、瞬きする暇もありません。

最低

1秒

馬車が樽の手前に停止していない、または馬車の左後輪のハブが樽底の右側のい 最低
ずれかの部分と同じ位置またはそれよりも後方に停止していない、および/または
クラクションが鳴る前に馬車が樽よりも前に出る

1秒

馬車がトップの樽の周囲を回り終える前にストーブがラックに載っていない(スト
ーブがラックに載せられた後に投げ落とされた場合は、罰点は加算されない)

2秒

馬車が適切に8の文字型を描いていない

5秒

馬車が樽を倒す

樽1個あたり

5秒

馬車が樽を見逃す

樽1個あたり

10秒

ステア・レスリングは、1967年にステア・デコレーテ
ィングという種目から始まりました。ステア・デコレ
ーティングとは、カウボーイが馬から降りてステアの
角をつかみ、角にしなやかなリボンを付ける種目で
す。

サドル・ブロンコ
サドル・ブロンコ・ライディングは、スタイル、優雅
さ、バランス、リズムが命です。ライダーはブロンコ(暴
れ馬)の口に取り付けた手綱でサドルを固定し、バランス
を取ります。手綱の長さはライディング・スタイルによ
ってさまざまですが、短すぎると、カウボーイが馬の頭
に引き寄せられてしまいます。
100点満点中、半分はカウボーイの馬の乗り方とスパーリ
ングの動作で評価します。残りの半分は馬が跳ね上がる
動作で評価します。スパーリングの動作は、まずブロン
コが跳ね上がったときにカウボーイが両足をブロンコの
肩の位置まで伸ばし、続いて弧を描きながらブロンコの
背中やサドルの後ろまで曲げ、ブランコが再び着地する
前に両足を馬の肩の位置まで戻します。
振り落とされたり、空いた方の手で器具や自分の体や馬
に触れたり、手綱を離したり、足があぶみから外れる
と、得点はゼロになります。

バレル・レーシング
レディース・バレル・レーシングは電子カメラを使って
100分の1秒まで測定する競馬レースです。ライダーはク
ローバーの葉のように置かれた3つの樽の周囲を順に回り
ます。樽の周囲を小さく回るほど、タイムが短くなりま
すが、樽を倒してしまうと、タイムに罰点の5秒が加算さ
れ、ほぼ敗退になります。このパターンをくずすと、タ
イムがつきません。

幌馬車レース
幌馬車レース競技は、まさにこのカルガリー・スタンピ
ードで1923年に誕生しました。その歴史は、カルガリ
ー・スタンピードの構想を発案したガイ・ウィーディッ
クが第1回目のレンジランド・ダービーで、多くの牧場に
本格的な幌馬車クルーと寄せ集めクルーに参加するよう
に説得したときまで遡ります。
できるだけ公平なレースとなるように、どの馬車も4つの
樽が置かれた位置で旋回します。乗り手が旋回する樽の
位置は最初の4日間ずっと同じです。

馬とライダーのパートナーシップが、速い馬に乗ること
と同じくらい重要です。クォーター・ホース種の馬が適
していますが、短距離走と急旋回が得意な馬であれば、
どの馬でもいいバレル・ホースになります。

第1ラウンドの結果、今大会でのそれまでの合計タイムに
基づいて、すべての馬車の出場レースを入れ替えます。
再び第2ラウンドとして4日間レースを行います。第2ラウ
ンドでも馬車は4つのすべての樽の位置
で旋回します。8日間のレースの合計タ
イムが最も速い乗り手に総合優勝の栄誉
が与えられます。

カルガリー・スタンピードの優勝者の公式記録は1979年
に始まっていますが、この種目は長年、午前中に子ども
向けのパフォーマンスの中で実施されていました。現在
は、女性が優勝と10万ドルを懸けて競い合う、午後のシ
ョーの目玉になっています。

9日目がセミファイル・サタデーです。8
日目の結果の合計タイムの上位8名の乗
り手は順決勝レースのシード権を獲得
し、出場レースと樽の位置を選択できま
す。

ブル・ライディング
長年、この種目はブル・ライディング、ステア・ライデ
ィング、ブラーマ・ライディングとして知られていまし
たが、どれも皆同じです。

セミファイル・サタデーで、ショーダウ
ン・サンデーに出場する4名を決定しま
す。ルールはシンプルで、2回の順決勝
レース、つまり第7レースと第9レースで
4位までに入れば、決勝戦に進出できま
す。

ブル(去勢していない雄牛)の腹帯に平らに編まれたロー
プを1本だけ巻きつけて、片手を牛の背中に縛りつけ、体
重が自分のざっと10倍もある猛獣に乗り切るという競技
です。ライダーが握った手を離すと、ロープで括り付け
られているライダーの重みでロープが解けます。

残りの乗り手は最後の2日間、1日およ
そ9万ドルの賞金と名誉を懸けて競い
ます。ルーキーのタイトルも決定しま
す。36人の乗り手全員が自分と相手の力
量を試し尽くすまで、レースは終わりま
せん。

ブル・ライディングには、優れたバランス感覚、上半身
の筋力、脚力が必要です。スパーリングをする必要はあ
りませんが、こうした皮に弛みがある猛獣に片手で乗り
切るだけでも、十分に挑戦しがいがあります。

そしてショーダウン・サンデーです。勝
ち残った4人の乗り手が優勝決定レース
をしてその夜を締めくくります。最後

のクラクションが鳴る瞬間、観客は期待に静まり返りま
す。
決勝レースまで勝ち残った4台の馬車が優勝者の称号と10
万ドルを勝ち取るために攻勢をかける様子を見れば、興
奮で胸が高鳴り、高揚感に包まれます。

トランスアルタ屋外ショー
毎晩、華やかなショーが繰り広げられます。
世界レベルの歌と正確な振り付けが自慢のエネルギッシ
ュなパフォーマー集団、ヤング・カナディアンズ・オ
ブ・カルガリー・スタンピードが、一晩中輝きを放ち続
けます。この若いパフォーマーたちに、毎年目玉となる
パフォーマーが加わります。

