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INTRODUCTION 

MARSHAL’S HANDBOOK 

This handbook is the latest revision of a set of rules and guidelines that have been 

adapting and 

evolving over the last forty years. What you find within these pages reflects a vast body 

of experience and 

knowledge gathered from across the Knowne World and compiled through the efforts of 

many. While the 

traditions and laws of each kingdom vary, these rules represent the minimum 

requirements for equipment 

and conduct required for participation in SCA armored combat. 

As a marshal it is your duty to know and understand these rules and to teach and share 

them with the 

participants we train and authorize. Be aware of changes and updates to these rules 

and policies and 

clarifications made to your kingdom and Society standards. Frequently visit your 

kingdom and Society 

websites to stay up-to- date and stay active. 

As we gather at our events to recreate the ideals of honor and chivalry of the Middle 

Ages, remember 

that these rules and standards are but the foundation of the fighting community, set to 

ensure that we may 

continue to enjoy SCA combat. No book of rules can replace common sense, which must 

also be exercised 

to keep all combatants and spectators safe. In all combat activities, safety must always 

be paramount. 

We all participate in the SCA because we enjoy it. So, as you go about your tasks, duties, 

and 

activities, remember to have fun and to help others do the same. The rules must be 

followed, work must be 

done, and safety considered first above all, but always remember why we’re all here: 

Have fun, and be 

safe! 

Fight with honor, fight often, and read the handbook! 

 

 



はじめに 

マーシャル用ハンドブック 

このハンドブックは、40 年間進化しつづけた一組の規則の最新版と適応するガイドライン

です。 

あなたがこれらのページの範囲内で見つけるものは、経験の巨大な量を反映します、そし

て、 

新しい世界を越えて得られて、多くの努力を通して編集された知識です。 

各々の王国の伝統と法律は変化します、これらの規則は器材の最低条件を意味します 

そして、行いは SCAアーマーコンバットへの参加のために要求しました。 

マーシャルとしてそれがこれらの規則を知っていて、理解して、彼らを教えて、分けるあ

なたの義務であることで 

我々が訓練して、認可する参加者。 これらの規則と方針の変更と最新版に気づいている、

そして、 

あなたの王国と協会標準になされる説明。 しばしば、あなたの王国と協会を訪問してくだ

さい 

とどまるウェブサイト-デートして、活発なままでいてください。 

我々が名誉の理想と中世の騎士道的態度を再現するためにイベントで集まるので、覚えて

いてください 

これらの規則と標準が戦闘コミュニティ（我々がそうするかもしれないことを確実とする

ためにセットされる）の基盤以外であるために、 

SCA 戦闘を楽しみ続けてください。 規則の本は常識に代わることができません。そして、

それも行使されなければなりません 

すべての戦闘員と見物人を無事にしておくこと。 すべての戦闘の活動で、安全は常に最高

でなければなりません。 

我々がそれを楽しむので、みんなは SCA に参加します。 それで、（あなたが仕事をして）

仕事、そして、 

活動、楽しんで、他の人が同じようにするのを手伝うのを忘れないでください。 規則は適

用されなければなりません、仕事はなければなりません 

了解、そして、安全は最初が我々がなぜ抜け目がないかについて、とりわけ、しかし、常

に覚えていると考えました： 楽しんで、あってください 

安全な！ 

優等で戦って、しばしば戦って、ハンドブックを読んでください！ 
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This handbook is the latest revision of a set of rules and guidelines that have been 



adapting and 

evolving over the last forty years. What you find within these pages reflects a vast body 

of experience and 

knowledge gathered from across the Knowne World and compiled through the efforts of 

many. While the 

traditions and laws of each kingdom vary, these rules represent the minimum 

requirements for equipment 

and conduct required for participation in SCA armored combat. 

As a marshal it is your duty to know and understand these rules and to teach and share 

them with the 

participants we train and authorize. Be aware of changes and updates to these rules 

and policies and 

clarifications made to your kingdom and Society standards. Frequently visit your 

kingdom and Society 

websites to stay up-to- date and stay active. 

As we gather at our events to recreate the ideals of honor and chivalry of the Middle 

Ages, remember 

that these rules and standards are but the foundation of the fighting community, set to 

ensure that we may 

continue to enjoy SCA combat. No book of rules can replace common sense, which must 

also be exercised 

to keep all combatants and spectators safe. In all combat activities, safety must always 

be paramount. 

We all participate in the SCA because we enjoy it. So, as you go about your tasks, duties, 

and 

activities, remember to have fun and to help others do the same. The rules must be 

followed, work must be 

done, and safety considered first above all, but always remember why we’re all here: 

Have fun, and be 

safe! 

 

このハンドブックは、この 40年の間進化し続けた当該規則の最新版のガイドラインです。  

あなたがこれらのページの範囲内で見つけるものは、長年の経験を反映しています、そし

て、 

Knowne World を越えて得られた数々の努力を通して編集されています。 

各々の王国の伝統と法律は変化します、これらの規則は必要最低条件を意味します 



そして、これらは SCAアーマーコンバットへの参加のために必要な知識とします。 

Marshal としてあなたはこれらの規則を知り、理解し、教育し、育て、新たに参加者とし

て認可することとします。 

あなたはこれらの規則と方針の必要に応じ最新版を確認し、そして、 

あなたの所属する王国と協会の基準を満たしていることを確認してください。また、あな

たの王国と協会のウェブサイトは頻繁に確認し、 

最新情報を確認してください。 

我々が名誉の理想と中世の騎士道を再現するために集まるイベントでは 

これらの規則が SCAコンバットを今後共楽しむことができるよう、設けられたルールや基

準であることを知ってください。 

また、この規則に書かれた以外の一般常識を持つことは勿論、それらは正しく行使されな

ければなりません。 

すべてのファイターと観客の安全を確保すること。 すべての戦闘で、安全は常に最優先事

項でなければなりません。 

我々は SCAを楽しむために参加しています。自らだけでなく、他の参加者が同じくして楽

しめるようあなたの任務や活動に励んでください。 

また、規則はかならず守らなければならず、そのための作業は正しくこなさなければなり

ません 

常に正しく安全で楽しい環境で SCAに取り組めるよう心がけてください！ 

 

Fight with honor, fight often, and read the handbook! 

MARSHAL’S HANDBOOK 

PARTICIPANTS’ SECTION 

 

 

I. COMBAT AUTHORIZATION REQUIREMENTS 

A. General 

1. All persons who wish to participate in SCA combat activities must authorize under 

the 

Society and Kingdom-of-residence authorization procedures. SCA combat activities are 

defined as armored combat, Society period fencing, combat archery siege, and 

marshaling. Other martial activities clearly falling within the scope above are also 

considered combat-related activities. Youth combat programs are not supervised at the 

Society level, but participation in such programs requires authorization following 

Kingdom-of-residence procedures. 

2. Each Kingdom shall establish a procedure to authorize combatants for participation 



in 

SCA combat-related activities. These procedures shall verify that the candidate is 

familiar with the following: 

a. Rules of the Lists of the SCA. 

b. The Armor and Weapons standards of the SCA. 

c. The Conventions of Combat for the SCA. 

d. Kingdom-of-residence?specific Conventions of Combat. 

e. Kingdom-of-residence?specific Armor and Weapons Standards. 

3. In addition to the above requirements, candidates must demonstrate the ability to 

function on the field in a manner that is safe both to themselves and to their opponents. 

4. Only a warranted or rostered authorized marshal may perform an authorization. 

This 

authorizing marshal must witness the authorization and execute the appropriate 

paperwork to ensure that the authorization is registered with the appropriate kingdom 

official. 

5. Authorization shall be registered with, and kept on file by, the Minister of the Lists or 

another designated official of each kingdom. This office shall be responsible for 

keeping properly completed waivers and maintaining the registration of authorizations. 

This office shall provide the Earl Marshal with a list of all current combat authorization 

cards upon request. 

6. No authorization card may be issued until a properly completed Waiver is filed with 

the Kingdom. 

7. Signed waivers for SCA combat-related activities shall be kept on file for a period of 

seven (7) years. 

8. Combat authorizations may be issued for a period of time equal to the time that the 

combat participant has an active waiver on file. 

9. Authorizations shall not be issued to persons residing in a kingdom other than the 

one 

in which the authorization is being issued, unless a specific royal treaty defines the 

person seeking authorization as a subject of the issuing kingdom. 

10. Kingdoms may define additional types of authorization, such as weapon forms, field 

marshals, and missile combat marshals, and requirements for them, as may be deemed 

necessary. 

 

I. 戦闘の認可条件 

A. 一般 



1. 活動が認可しなければならない SCA コンバットに参加を希望者全員は Society 及び在

住地域の Kingom にて認可を受ける必要があります。 

SCA が主催するコンバットアクティビティはアーマードコンバット、Society 期フェンシ

ング、コンバットアーチェリーシーズ、そしてマーシャリングです。 

また、上記以外にもこれらに明らかに関連する内容である行為はコンバットアクティビテ

ィの 1つとしてみなされます。 

ユースコンバットプログラムは Society レベルでの監督は行っていませんが、これらのよ

うなプログラムへの参加は、 

在住先の Kingdom に基づいた認可を必要とします。 

2. 各々のキングダムは、SCAコンバットアクティビティ参加許可のための手順を確立しな

ければなりません。 

これらの手順は、参加希望者が下記の内容に精通していることを確認するものとします 

以下に精通している： 

a. SCAのルールリスト。 

b SCA基準の鎧及び武器。 

c SCAの戦闘の慣例。 

d 在住の王国での戦闘におけるの特例。 

e 在住の王国での鎧及び武器の特例。 

3. 上記の必要条件に加えて、候補はフィールド上で自らだけでなく、相手の安全をも確保

できる能力を示さなければなりません。 

4. 認可は登記された正当なマーシャルのみ行うことができます。 

認可の際、マーシャルはその認可自体を目視しなければならなく、その登録のために必要

な書類及び登録情報が適切な王国基準であることを確認する必要があります。 

5. 認可内容は王国別の指定担当者の管理下のもと保持されます。 これらの担当局は登録に

関する情報すべてを正しく保存する義務があります。 

当局は、紋章院総裁の申し出に応じ、現段階での戦闘参加認可者カード保有者リストを提

供するものとします。 

6. 王国に登録手続きが正しく完了されるまで、認可カードは発行できません。 

7. SCAコンバット活動に関する書類は提出から 7年間保持されるものとします。 

8. 戦闘参加認可は参加者が提出した書類・認可等の有効期間と同じ期間とします。 

9. 認可は、在住先以外の王国では適用範囲外とみなします。また、認可発行先の王国が特

例の文章を発行している場合はこの限りではありません。 

10. 王国は、必要に応じて更なる種類の認可（例えば武器の形態、フィールドマーシャル、

飛び道具用のマーシャル）を定めることができます。 

 

11. Valid combat authorization cards shall be accepted outside the issuing kingdom as 



proof of authorization, as long as proof of a signed and active waiver is available. 

Kingdoms may define additional requirements before renewing an authorization card 

for a person who has moved into that kingdom from another kingdom. 

12. A marshal from any kingdom may revoke the authorization card of a fighter from 

any 

other kingdom for just and stated cause. The marshal in charge (MIC) of the event 

should be notified immediately and the Earl Marshal of the fighter’s kingdom of 

residence should receive a detailed report of the incident. 

B. Minor Authorization 

MARSHAL’S HANDBOOK 

Minors (ages 14?17) may authorize with these additional requirements: 

1. In order to be authorized as a combatant or marshal in adult armored combat, an 

individual must have attained his or her sixteenth (16th) birthday. In order to be 

authorized as a participant, combatant, or marshal in any other form of Society 

combatrelated 

activity, except youth combat, an individual must have attained his or her 

fourteenth (14th) birthday. 

2. No person below the age of eighteen (18) may be warranted as a group Marshal, or 

the 

Marshal in Charge of an event. 

3. The parents or guardians of the minor must witness SCA combat, discuss with a 

witnessing marshal how it relates to the participation of their child, and execute a 

“Minor’s Waiver and Informed Consent to Participate in SCA Combat-Related 

Activities.” The witnessing Marshal must countersign the waiver. 

4. Only the Earl Marshal, the Principality Marshal, or a designated deputy may 

authorize 

the minor for SCA Combat-Related Activities. 

5. At any event in which the minor is involved in SCA combat-related activities, the 

minor must either have a parent or guardian present, or must be in possession of a 

properly executed “Medical Authorization Form for Minors.” Said Medical 

Authorization Form must designate an adult present at the event as able to authorize 

medical treatment in the case of an emergency. 

6. Minors engaging in combat with adults shall be marked in the following manner: A 

single yellow diamond no larger than 1inch (25.4 mm) but no smaller than 0.5 inch 

(12.7 mm) to be placed on the front hemisphere of the helm (preferably on or near the 

inspection sticker). Minors competing with adults in Rapier will have the same 



diamond on the cuff of the glove of their dominant weapon hand. 

 

11. 署名済み且つ有効な証明が確認できる場合に限り、有効な戦闘認可カードは発行王国外

での戦闘参加認可としてみとめられます。 

もう一つの王国からその王国へ引っ越した人のために認可カードを再発行する前に、王国

は更なる必要条件を定めることもできます。 

12. どんな王国からのマーシャルでも、正当で述べられた理由に基づき、他のどの王国に所

属するファイターの認可カードを取り消すことができます。 

イベントの管理（MIC）のマーシャルはその後すぐに通知し、ファイターの所属先の王国

の紋章院総裁に事件の仔細な報告を受け取らなければなりません。 

B. 未成年者の認可 

マーシャルのハンドブック 

未成年者（年齢 14-17）、以下のようにこれらの更なる必要条件で認める場合があります： 

1. 大人のアーマーコンバットの戦闘員またはマーシャルとして認可されるために、個人は

満 16歳以上である必要があります。 

参加者、戦闘員、または、その他の形態の協会戦闘関連の活動においてマーシャルのよう

に認可されるために、ユースコンバットを除き、個人は満 14歳以上である必要があります。 

2. 満 18歳以下の場合グループ・マーシャルまたはイベントの主任マーシャルとして認可さ

れません。 

3. 両親または未成年者の保護者は、SCA戦闘を目視し、証明しているマーシャルとそれが

どのように彼らの子供の参加に関するものかについて説明し、「未成年者の SCA コンバッ

ト関連のWaiverと Informed Consent」を実行し、同席したマーシャルはこれに署名しな

ければなりません。 

4. 紋章院総裁、Principality Marshalおよび、その他代理のみ SCA戦闘関連の活動のため

に未成年者を認可することができます。 

5. 未成年者が SCA戦闘関連の活動に関与しているどんなイベントででも、未成年者は親ま

たは出席している保護者も同席するあるいは、きちんと実行された「未成年のための医学

的な Authorization Form」も所有しているに必要があります。非常事態の場合治療を認可

することができるように、Medical Authorization Formはイベントで出席している大人を

指名しなければなりません。 

6. 大人との戦いに従事している未成年者は、以下の方法でマークされます： 

ヘルム（望ましくは点検ステッカー付近）の表の半球側に 0.5インチ以上（12.7mm）1イ

ンチ（25.4mm）以下の黄色のダイヤモンド。 

Rapier で大人と戦う未成年者は、彼らのきき武器手の手袋のカフの上で、同じダイヤモン

ドを貼ること。 

 



II. RULES OF THE LISTS 

A. The Rules of the Lists 

The basic rules for SCA combat are contained in the Rules of the Lists. These rules 

cover 

all combat within the SCA including but not limited to tournaments, non-tourney 

martial 

field activities such as wars, combat archery, and Society period fencing. The observance 

of 

honor and chivalry and the safety of the combatants are the overriding goals of these 

rules. 

The following is intended to bring together the appropriate rules for conducting SCA 

combat activities. 

The Rules of the Lists are reprinted here from section IX.B. of the Corpora of the SCA: 

1. Each fighter, recognizing the possibilities of physical injury to themselves in such 

combat, shall assume unto themselves all risk and liability for harm suffered by means 

of such combat. No fighter shall engage in combat unless and until they have inspected 

the field of combat and satisfied themselves that it is suitable for combat. Other 

participants shall likewise recognize the risks involved in their presence on or near the 

field of combat and shall assume unto themselves the liabilities thereof. 

2. No person shall participate in Official Combat-Related Activities (including armored 

combat, period fencing, and combat archery) outside of formal training sessions unless 

they have been properly authorized under Society and Kingdom procedures. 

3. All combatants must be presented to, and be acceptable to, the Sovereign or his or her 

representative. 

4. All combatants shall adhere to the appropriate armor and weapons standards of the 

Society, and to any additional standards of the Kingdom in which the event takes place. 

The Sovereign may waive the additional Kingdom standards. 

5. The Sovereign or the Marshallate may bar any weapon or armor from use upon the 

field of combat. Should a warranted Marshal bar any weapon or armor, an appeal may 

be made to the Sovereign to allow the weapon or armor. 

6. Combatants shall behave in a knightly and chivalrous manner and shall fight 

according 

to the appropriate Society and Kingdom Conventions of Combat. 

MARSHAL’S HANDBOOK 

7. No one may be required to participate in Combat-Related Activities. Any combatant 

may, without dishonor or penalty, reject any challenge without specifying a reason. A 



fight in a tournament list is not to be considered a challenge and therefore may be 

declined and forfeit the bout. 

8. Fighting with real weapons, whether fast or slow, is strictly forbidden at any Society 

event. This rule does not consider approved weaponry which meets the Society and 

Kingdom standards for traditional Society combat and/or Society period rapier combat, 

used in the context of mutual sport, to be real weaponry. 

9. No projectile weapons shall be allowed within the Lists of a tournament, nor shall 

any 

weapons be thrown. The use of approved projectile weapons for melee, war, or combat 

archery shall conform to the appropriate Society and Kingdom Conventions of Combat. 

 

II。 ルールリスト 

A. ルールリスト 

SCA戦闘に対する基本的な規則は、ルールリストに含まれます。 これらの規則は 

トーナメント、非トーナメント戦、含むがこれに限らず SCAの中のすべての戦闘 

フィールド活動（例えば戦争、戦闘アーチェリーと協会期フェンシング）を含みます。 

名誉と騎士道および戦闘員の安全は、これらの規則の絶対的目標です。 

以下は、SCAを実行することに対する適切な規則をまとめることを目的とします 

戦闘 

ルールリストは、SCAのコルポラのセクション IX.B.から、ここに引用します： 

1. 各々のファイターは戦闘にともないう自分自身への身体的な危害の可能性を知り、、 

戦闘中発生する恐れのある危険はあくまで自己責任のもとが認知するものとします。 

ファイターはこれらの戦闘のフィールドを確認し、認可するまで戦闘に従事しないものと

します。 

他の参加者も同様に戦闘フィールド付近で起こりうる事由のリスクを認知した上で参加す

るものとみなします。 

2. 正式トレーニング・セッションの以外の公式戦闘関連の活動（アーマーコンバットを含

む戦闘、期間フェンシング、そして、戦闘アーチェリー）には 

協会とキングダム手順の下で、きちんと許可されたものをのぞき参加しないものとみなし

ます。 

3. すべての戦闘員は支配者またはその代理の前に表示され、容認されていなければなりま

せん。 

4. すべての戦闘員は、フィールドでは協会及び開催地のキングダム標準の適切な鎧と装備

を身につけなければなりません。 

Sovereign は更に追加の標準を設けることもできます。 

5. Sovereignまたは Marshallateは、どんな武器または鎧でもフィールドでの使用を禁止



することが出来ます。 

Sovereign から許可を得るためにマーシャルに談判することもみとめられます。 

6. 戦闘員は騎士道精神の則った振る舞いを心がけ、Society and Kingdom Conventions of 

Combat. 

MARSHAL’S HANDBOOK に基づいた戦闘を行ってください。 

7. ファイターはいかなる場合においても戦闘に強制的に参加させられることはありません。

また、ファイターは理由なく挑戦を拒否する権利が認められます。これにペナルティや不

名誉などは適用されません。  

トーナメントでの戦闘は挑戦とは別のものとみなし、参加を拒否する場合は降参したもの

とみなします。 

8. 速いか遅いに関係なく、本当の武器での戦いはどんな協会ででも厳しく禁じられていま

す。この規則は、伝統的な協会戦闘や協会期間レイピア戦のための王国基準、などで用い

られる武器を本物の武器で代用することを認めていません。 

9. 遠距離武器はトーナメントのリスト内での使用を禁止され、また武器の投擲も禁止事項

とします。 

Melee、戦争または戦闘アーチェリーの使用は適切な協会とキングダム協定と一致するもの

とします。 

 

B. Applications of the Rules of the Lists 

1. Application of Rule 1: “Other participants” include marshals and support personnel 

whose activities bring them close to fighting in a situation where boundaries are not 

clearly defined. Heralds, list pages, and similar officers who leave the field entirely 

before combat begins are exempt from this requirement, as are water-bearers and 

chirurgeons who remain in fixed support points outside the tournament field or battle 

area. Water-bearers and chirurgeons who take part in mobile support groups within the 

overall boundaries of a battle area must receive a basic orientation in field safety. 

2. Application of Rule 2: The Crown and/or marshallate of each kingdom shall establish 

standards and procedures for the authorization of fighters to participate in combat. 

These procedures shall adhere to the combat authorization procedures in this 

handbook. 

At kingdom option, these procedures may involve either a general authorization to 

participate in armored combat or a set of separate authorization procedures for the use 

of (or for combat AGAINST) specific weapons or classes of weapons. 

The Crown and/or marshallate of each kingdom shall establish standards and 

procedures for 

the authorization of combat archers and missile users to participate in combat. 



Kingdoms 

may establish such additional limitations on the participation of minors as may be 

deemed 

necessary. It is usual for authorizations from other kingdoms to be accepted, although 

exceptions may prove necessary in the case of specific individuals. 

The Crown may not simply grant an authorization, unless the recipient has successfully 

completed the authorization process as delineated in Society and kingdom law. 

3. Application of Rule 4: Kingdoms may apply armor and weapons standards that are 

stricter than the Society standards, should they be deemed necessary, but may not 

reduce or waive any Society standard. 

4. Application of Rule 5: If a fighter regards an opponent’s weapon or armor as unduly 

dangerous to self or opponent, he or she can request that the marshal on the field 

reinspect 

the item. Either fighter has the option of appealing the decision of the reinspection 

marshal to the marshal in charge and ultimately to the sovereign. 

5. Application of Rule 6: Engaging in any Society combat activity with the deliberate 

intent to inflict bodily harm to an opponent is strictly forbidden. 

6. Application of Rule 7: No one is required to engage in SCA combat should he or she 

prefer not to do so. 

7. Application of Rule 8: Since fighting with real weapons is forbidden at any Society 

event, threatening the use of such weapons is likewise expressly forbidden. 

At the discretion of the sovereign and the MIC, recognized experts may be permitted to 

present choreographed demonstrations with real weapons under strictly controlled 

conditions. 

No one may wear any real weapon onto the field while participating in combat or 

present during combat. At the discretion of the sovereign and the MIC, an exception 

may be made for marshals or other noncombatants to wear knives bonded with peace 

straps. 
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Posing for still photographs with real weapons is permitted. 

8. Application of Rule 9: The prohibition on thrown weapons refers to weapons thrown 

in combat or thrown in a hostile manner. It does not apply to “tossing,” defined as a 

gentle, short-range method of transferring or removing a tournament weapon or item 

from the list field or area of combat. The use of bows and arrows, firearms, slings, 

javelins, throwing axes, throwing knives, or any other projectile weapon is forbidden 

within tournament lists, or in any other situation where spectators cannot be separated 



from the potential line of fire by more than the effective range of the weapon. 

 

B. ルールリストの適用 

1. ルール 1の適用： 「他の参加者」は、マーシャルとサポート人員を含めます 

境界が明確化されていない所で、戦闘に接近する必要がある人員が該当します。 

Water-bearers など戦闘開始前にエリアから離脱する人はこれに含まれません。 

戦いエリアの全体的な境界は、フィールド安全で基本的な方針を受けなければなりません。 

2. ルール 2の適用： クラウンや各々の王国のマーシャルは、戦闘に参加するファイターの

認可のための基準と手続きを用意することが出来ます。 

これらの手順は、このハンドブックで戦闘の認可手順に準拠します。 

王国はオプションで、これらの手順はをアーマーコンバット用の一般的な認可あるいは特

定の武器または武器の種類の個別の認可を設けることができます。 

クラウンや各々の王国のマーシャルは、コンバットアーチャーまたはその他遠距離武器使

用者の戦闘参加の基準を確立します。 

また、必要に応じて王国は未成年者の参加に関する制限を設けることもできます。 

多くの場合、他の王国からの認可が受け入れられることもありますが、特定の個人に対し

ては例外措置が必要な場合もあります。 

クラウンは対象者が協会と王国法に基づく正しい手続きを行っていなければ認可を授けな

いものとします 

3. ルール 4の適用： 王国は、必要に応じて協会標準より厳しいある鎧と武器標準を設ける

ことができます。 

この場合の変更は協会標準以下の制限を設けることはできないものとみなします。 

4. ルール 5の適用： ファイター自身あるいは敵の武器または鎧の使用が危険であるとみな

した場合、 

フィールドの上のマーシャルに再調査を依頼することができます 

どちらのファイターでも、再点検の決定を不服とし、担当マーシャルや sovereign に上訴

する権利があります。 

5. ルール 6の適用： 戦闘において故意に相手に身体傷害を負わせる行為は、厳しく禁じら

れています。 

6. ルール 7の適用： 戦闘への参加はいかなる場合においても強制されるものではありませ

ん。 

7. ルール 8の適用： 本当の武器での戦いがどんな協会ででも禁じられているため、 

イベント、そのような武器の使用をほのめかすことは、同様に禁じられています。 

支配者とMICの判断で、認められた専門家は、許されることができます。 

これはあくまでも本当の武器の用途が厳しく制御された殺陣などのデモンストレーション

にかぎります。 



戦闘に参加している間、あるいはフィールド上に立つ際には、本当の武器は一切持込でき

ません 

支配者とMICによる判断で例外で記にマーシャルやその他非戦闘員が紐を切るためにナイ

フを持つことは認められるばあいがあります。 

マーシャルのハンドブック 

本当の武器を使用し写真のためにポーズをとることは、許されます。 

8. 支配 9の適用： 武器の投擲の禁止は、相手に攻撃する意図で武器を投げた場合に限りま

す。 

武装解除などのため武器を戦闘フィールド外に落とす行為はこれにあてはまりません。 

弓矢、銃、スリングショット、投げ槍、投斧、スローイング・ナイフなどの使用はトーナ

メントリスト、 

あるいは武器の射程範囲外に観客が区分されていない状況での使用は一切禁止されていま

す。 

 

 

III. CONVENTIONS OF COMBAT 

A. General Information 

1. All traditional SCA armored combat at SCA tourneys, wars, and other events shall be 

conducted in accordance with the Rules of the Lists of the SCA, Inc., these 

Conventions of Combat, and such weapon and equipment standards and event rules as 

are established by the marshallate of the SCA, Inc., and individual kingdom 

marshallates. 

2. All kingdoms shall have as their minimum armor and weapons standards those 

criteria 

established by the Society minimum armor and weapons standards. Each kingdom may 

require additional, more extensive, and/or stricter standards. 

a. All fighters, prior to combat at each and every SCA-sponsored event or fighting 

practice, shall ensure that their armor and weapons are inspected by a warranted 

member of the kingdom marshallate. 

b. Even though a warranted member of the kingdom marshallate has inspected the 

armor and weapons used by a fighter, each fighter shall accept full responsibility for 

the condition of his or her own equipment. Each fighter has the obligation to his- or 

herself, the marshals, and all opponents, to see that his or her equipment meets all 

Society and kingdom requirements. 

c. Combat archery ammunition each must be inspected individually before every use. 

i. Siloflex-equivalent and tennis ball ammunition may be inspected by the 



archer and used again immediately. 

ii. Fiberglass-shafted ammunition must be taken off the field and reinspected 

under the supervision of a combat archery marshal before being used again. 

3. When not otherwise directed by the sovereign, the sovereign’s representative upon 

the 

field and in all matters dealing with Society combat is the Earl Marshal, and, by 

delegation, warranted members of the kingdom marshallate. 

 

III。 戦闘の慣例 

A. 一般の情報 

1. SCA トーナメントのすべての伝統的な SCA アーマーコンバット、戦争とイベントがそ

うである他 

SCA社（これら）のルールリストに従って実行されます 

イベントが支配する戦闘とそのような武器などの仕様は 

SCA社と個々の王国のマーシャルによって設けられた Conventions of Combatにより確立

されます。 

2. すべての王国には、協会別に最小限の鎧と武器標準としての基準をもうけています 

各々の王国は必要に応じてより詳細・厳密な制限を設けることができます。 

a.。 すべてのファイターはどの SCAが支援するイベントまたは練習の参加前に 

鎧及び武器の確認を王国マーシャルにより行ってもらう必要があります。 

b。 マーシャルが装備の確認を行った後も各々のファイターは、自分の装備に関する全責

任を負います。 

各ファイターは協会及びキングダムが設けた基準を装備が満たすようにする必要がありま

す。 

c。 戦闘アーチェリーの弾は、使用の前に個々に調べられなければなりません。 

i.。 Siloflex の代わりあるいはとテニスボールは、射手により確認し、すぐ使用すること

ができます。 

ii。 ファイバーグラス製の軸がある弾は使用後速やかにフィールドから取り除き、コンバ

ットアーチェリーマーシャルのもと、再調査されなければなりません。 

3. 支配者によって特別指定されていない場合、コンバットに関するすべての監督は支配者

の代表者、すなわち 

紋章院総裁です、あるいは特定の王国マーシャルにより行われます。 

 

B. Behavior on the Field 

1. Striking an opponent with excessive force is forbidden. 

2. All fighters shall obey the commands of the marshals on the field or shall be removed 



from the field and subject to disciplinary action. Disagreements with the marshals on 

the field shall be resolved through the established mechanisms outlined in the 

Procedures for Grievances and Sanctions of the Marshallate Procedures of the SCA, 

Inc. 

3. Each fighter shall maintain control over his or her temper at all times. 

4. Upon hearing the call of “HOLD” all fighting shall IMMEDIATELY stop. 

5. A fighter shall not enter the lists or participate in any form of SCA combat activity 

while impaired by alcohol or drugs (including, but not limited to: drugs prescribed by a 

licensed health care provider, over- the-counter medications, and illegal controlled 

substances.) 

6. Any behavior that takes deliberate advantage of an opponent’s chivalry or 

safetyconsciousness, 

or that takes deliberate unfair advantage of an opponent, is prohibited. 

7. A fighter shall not deliberately strike a helpless opponent. 

8. Any fighter who obtains an unfair advantage by repeatedly becoming “helpless” (for  
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example, by falling down or losing their weapon) may, after being duly warned by the 

marshals on the field, be forced to yield the fight at the next occurrence of such 

behavior. The onus of this is on the marshals, not on the opponent. However, the 

opponent may ask the marshals to let the fight continue. 

9. Grappling, tripping, throwing, punching, kicking, and wrestling are prohibited. 

Contact 

between combatants’ bodies, shields, and weapons is expected in corps-a-corps or melee 

situations, as such controlled contact is allowed during these engagements. 

10. Deliberately striking an opponent’s head, limbs, or body with a shield, weapon haft, 

or 

any part of the body is forbidden. 

11. Grasping an opponent’s person, shield, weapon’s striking surface, or bow/crossbow is 

prohibited. 

12. Intentionally striking an opponent outside the legal target areas is forbidden. 

 

B. フィールドの上のふるまい 

1. 過剰に敵をたたくことは、禁じられています。 

2. すべてのファイターはフィールドでマーシャルの命令に従う必要があります。 

これに反した場合、フィールドから除外され罰則対象となります。マーシャルへの異議申

し立ては 



Procedures for Grievances and Sanctions of the Marshallate Procedures of the SCA, Inc. 

に設けられた方法に基づき行われます。 

3. 各々のファイターは血気の勇を戒むる事を求められます。 

4. すべてにおいて「HOLD」の掛け声があると、即座に戦闘は停止しなければなりません。 

5. ファイターは、酒あるいは薬の影響下である場合、いかなるリストおよび SCA戦闘の活

動にも参加できません。 

ここでの薬は医師による処方薬だけでなく違法薬物なども含みます） 

6. 相手の騎士道精神または安全を尊重する意識を意図的に悪用しようとする行為、意図的

に不平等な条件に持ち込む行為は禁止されています。 

7. ファイターは、無防備の相手を故意に攻撃してはなりません。 

8. 意図的に繰り返して「無防備」状態(武器をすてる、わざと転ぶなど)になるファイター

はマーシャルによって厳重注意され、次の違反の際には強制的に失格となります。 

また、この注意は相手ではなくマーシャルのみ行うものとします。また、この場合相手方

はマーシャルに戦闘続行を申し出ることもできます。 

9. つかみ、こかせ、投げ、殴り、蹴り、などの行為は一切禁止されています。 

corp-a-corps、メレーなどシールドがファイター間の接触する場合はが認められます。 

10. シールドや武器の柄で故意に敵の頭、手足など体をたたく行為は禁じられています。 

11. 相手の殺陣、武器の攻撃面、弓、クロスボウをつかむ行為は禁止されています。 

12. わざとルール指定の部位以外を狙って攻撃を加える行為は禁止されています。 

 

C. Target Areas 

1. Torso: All of the body above the points of the hips, excluding the head and arms and 

including the groin, shoulder blades, and the area between the neck and shoulders. 

2. Face: the area between the chin and the middle of the forehead and between the ear 

openings. 

3. Head: The whole head and neck except the face as defined above. 

4. Thighs: The leg from one inch [25.4mm} above the top of the knee to a line even with 

the bottom of the hip socket. 

5. Hips: Area between the bottom of the hip socket to the point of the hip (iliac crest). 

6. Shoulder: From the point of the shoulder down to a line even with the top of the 

underarm. 

7. Arms: From the shoulder to one inch [25.4mm} above the wrist. 

8. Blows that land outside the legal target areas shall not be counted, unless an illegal 

target area has been intentionally placed in the path of an impending blow. 

D. Combat Archery Conventions 

1. Upon a hold being called, all archers must unload their weapons (crossbows may 



remain cocked). 

2. Archers may have a backup weapon on them, but may not draw it until their bow has 

been safely disposed of (taken off the field, discarded in a low traffic area, handed to 

another combatant, etc). Upon drawing a backup weapon to enter combat, hands must 

be appropriately armored. 

3. Archers may carry and use thrown weapons without need to discard their bow or 

change hand armor. 

4. Archers need to be aware of what is beyond their target area to ensure that errant 

shots 

do not endanger anyone. 

5. An archer’s minimum range is dictated by ensuring that the ammunition completely 

clears the bow before contacting the opponent. 

6. Ammunition dropped onto the ground is considered dead as if it had been fired, and 

needs re-inspection. 

7. Live combatants may pick ammunition off the field for re-inspection (as long as 

reinspection 

is allowed during the scenario) and reuse it during the same battle. Dead 

combatants may clear ammunition from the field for use in future battles if scenario 

rules allow. 

8. Within scenario limits, ammunition may be taken from caches stored on or off the 

field 

and from other combatants (dead or alive) with permission of the owner. 

 

 

C. 攻撃可能部位 

1. 胴： 腰より上の体のすべて、頭と武器を除外する、 

首と肩の間の部分、股間、肩甲骨を含む。 

2. 顔： あごと額までの面、耳の間のエリア。 

3. 頭： 首を含む頭全体、上記の指定の顔部分以外。 

4. 腿：ひざ上 1インチ［25.4mm｝から腰の付け根まで。 

5. 腰： 腰腰の付け根下部から腸骨稜まで。 

6. 肩： 脇の下の上端から肩先まで。 

7. 腕： 肩から手首上 1インチ［25.4mm]まで。 

8. 上記の正当なエリア以外の部分に命中した攻撃は無効とする 

故意にヒット無効エリアで有効打をかばった場合はこれに限らない。 

D. コンバットアーチェリーの指定 



1. HOLD の支持があった場合、アーチャーはすみやかに武器から弾を抜かなければならな

い。(クロスボウはコッキングしたままでよい）。 

2. アーチャーは予備の武器を持つことができるが、弓矢が排除されてからしか使用できな

い (フィールド外、あるいは人通りが少ないところに置く、他の参加者に渡す等) 

予備の武器を使用する際には手は正しく防御で覆われている必要がある。 

3. アーチャーは弓矢を捨てるあるいは手に鎧をつけることなく投擲武器を使うことができ

ます。 

4. アーチャーは、誤射でケガをさせないように、攻撃先に何があるか確認している気づい

ている必要があります 

5. アーチャーが敵に攻撃可能な最短範囲は、弾が弓を完全に離れるまで必要な距離としま

す。 

6. 地面に落とした弾は使用不可/発射済みとし、再使用するにはまた点検が必要です。 

7. 生きている戦闘員は、弾薬をフィールドから拾い上げ、再点検・再使用することができ

ます（戦闘中の再点検が可能な場合に限る) 

死んでいる戦闘員はフィールドから弾を回収し、ルールで認められている場合、次回の戦

闘で使用するため点検することができます。 

8. シナリオが定めた範囲内で、弾薬はフィールド内外に設置された保管場所から所有者の

許可を得た場合、取ることができます。 

 

IV. THE USE OF WEAPONS AND SHIELDS 

A. Weapons shall be used in accordance with their design. For example, spears may only 

be  
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used for thrusting, axes for striking along the edge of the blade, etc. 

1. Only weapons approved for thrusting may be used for that purpose. Feinting as if to 

thrust with a weapon not approved for that purpose is prohibited. Before any bout 

where a thrusting weapon is used, the opponent and marshals shall be informed that 

such a weapon is on the field, and the thrusting tip shall be shown to the opponent. 

2. The blade of an opponent’s weapon may not be grasped at any time, nor may it be 

trapped in contact with the fighter’s body as a means of preventing the opponent’s use 

of the weapon. Armored hands may grasp the haft of an opponent’s weapon. 

B. The striking surface of a weapon in motion may not be grasped or blocked by the 

hands or 

limbs as a means of impeding a blow. 

1. If a combatant intentionally places an illegal target area (e.g., an empty hand and or 

lower leg, including the knee and foot) in the path of a blow, the combatant forfeits that 



attached limb as if it had been struck in a legal target area. 

2. Inadvertently bringing the hands in contact with the striking surface of a weapon in 

motion, as when attempting to block a blow with another weapon, shall not be 

considered to be in violation of this convention. 

C. Blows repeatedly blocked by a weapon in contact with a fighter’s helm, body, or shield 

at the 

moment of impact may, at the sovereign’s or marshal’s discretion, be considered to have 

broken the blocking weapon. This will force a fighter to forfeit the fight, unless a 

secondary 

weapon is carried or the opponent chooses to allow the fighter to rearm with another 

weapon. 

D. A shield or weapon may be used to displace, deflect, or immobilize an opponent’s 

shield or 

weapon, so long as such use does not endanger the safety of the combatants. A shield or 

haft 

may be safely placed against the opponent’s body to restrict his ability to strike or 

defend. 

E. Shields must be controlled by the hand; use of passive shields (not controlled by the 

hand) 

will be treated as decorative armor and subject to effective blow acknowledgment. 

F. A combat archer may carry and use shield or pavise; however, as long as they are 

carrying it, 

they cannot span nor fire their weapon. 

 

IV。 武器とシールドの使用 

A. 武器が、彼らのデザインに従って使われます。 たとえば、槍は突きだけ、斧は刃での

攻撃などだけに限られます 

1. 突きが認められる武器だけが、その目的のために使われることができます。 これが認め

られない場合、フェイントためにでも 

突きを行うことは、禁止されます。 突き武器が使われる前にはマーシャルによりそのよう

な武器が用いられていると宣言されます。 

2. 敵の武器の刃はどの場合においても握る事はできず、体に挟み込み武器の自由を奪うこ

とは出来ません。手に装甲がある場合、敵の武器の柄は握ることができます。 

B. 動いている武器の攻撃面を、手あるいはそれ以外の四肢により攻撃を防御することはで

きません。 

1. 戦闘員が非攻撃面を故意的に防御に用いた場合、（例：素手、膝足を含む脚部下部、)攻



撃を受けた場所の可否にかかわらず、有効打とみなします。 

2. 防御中に誤って武器の攻撃面を手で触れてしまった場合などはこの違反に該当しないと

みなします。 

C. ファイターのヘルム、体やシールドへの攻撃を繰り返し武器で防御された場合、マーシ

ャルや Sovereign の判断により 

武器が破損したものとみなす場合があります。この場合、予備の装備を身に着けていない

場合、あるいは相手が再装備を認めない場合、強制的に敗北します。 

D. シールドまたは武器は、相手の安全を脅かさない場合に限り敵のシールドのずらし、そ

らし、固定に用いられることができます。 

 シールドまたは武器の柄は相手の行動を制限するために相手の体に押し付けることもで

きます。 

E. シールドは、手を取って制御されなければなりません; 手を取って操作しない盾はあく

まで装飾的なものとみなされ、防御とはみなされません。 

F. コンバットアーチャーは、シールドまたは大盾の使用が認められます。 しかし、それら

を運んでいる状態では武器の装備、使用はできません。 

 

V. ACKNOWLEDGMENT OF BLOWS 

A. Judging the effects of blows is left to the honor of the combatant being struck by the 

weapon, 

unless he or she relinquishes this responsibility, with the exception of clear violations of 

the 

Rules of the Lists or the Conventions of Combat. Effectiveness of a blow may not be 

judged 

by the opposing combatant, the marshal on the field, or other observers. Information 

unavailable to the combatant being struck may be supplied by the opposing combatant 

or the 

marshal, including blade orientation upon impact, apparent force transmitted, or 

apparent 

location and angle of the blow’s impact based upon the observer’s angle of observation. 

B. When judging the effect of blows, all fighters are presumed to be fully armored. 

Special 

tournaments or combat rules may redefine what areas of the body are armored, and to 

what 

extent, so long as all the participants are made aware of the special conditions prior to 

the 

start of combat. 



 

V. 打撃の承認 

A. 打撃の影響を審査することは、武器に打たれているファイターの自己判断に任せられま

す、 

各ファイターがこの責任を放棄しない限り、また Rules of the Lists or the Conventions of 

Combatの明らかな違反だと 

みなされない限り、これは有効とします。 

打撃の効果は、攻撃側のファイター、マーシャルやその他観客から判断できないものとし

ます。 

攻撃を受けた側が判断しきれなかった情報(刃の向き、威力、攻撃の角度など)は攻撃側のフ

ァイターあるいはマーシャルなどにより 

補足されることができます。 

B. 打撃の影響を審査するとき、すべてのファイターが完全防備であることが前提となりま

す。 特別ルールが設けられたスペシャル 

トーナメントなどでは、参加者が事前に周知されている場合に限り体のどの部位が防御さ

れているか再定義されることができます。 

 

1. All “fully armored” fighters are presumed to be wearing a chain hauberk over a 

padded 

gambeson, with boiled leather arm and leg defenses and an open-faced iron helm with a 

nasal. The helm may be presumed by kingdom convention to include a very light chain 

mail drape, permitting vision and resisting cuts by the mere touch of a bladed weapon. 

a. Under this standard, an acceptable cutting blow to the face would be lighter than to 

other portions of the head or body. Areas deemed illegal to strike (the wrists from 1 

inch [25.4mm] above the hands; the legs from 1 inch [25.4mm] above the knees and 

below) shall be considered safe from all attack. 

b. The minimum effective thrusting blow to the face shall be a directed touch and the 

maximum shall be substantially lighter than to other parts of the body. 

C. An effective blow will be defined as a blow which was delivered with effective 

technique for  
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the particular type of weapon used, properly oriented, and struck with sufficient force. 

2. An effective blow to the head, neck, or torso shall be judged fatal or completely 

disabling, rendering the fighter incapable of further combat. 

3. An effective blow from an axe, mace, polearm, greatsword, or other mass weapon, 

which lands on the hip above the hip socket or strikes the shoulder inside the shoulder 



socket, shall be judged fatal or completely disabling. 

4. An effective blow to the arm above the wrist will disable the arm. The arm shall then 

be considered useless to the fighter and may not be used for either offense or defense. 

5. An effective blow to the leg above the knee will disable the leg. The fighter must then 

fight kneeling, sitting, or standing on the foot of the uninjured leg. Kingdoms may 

place limitations upon the mobility of such injured fighters. 

6. If a wounded limb blocks an otherwise acceptable blow, the blow shall be counted as 

though the limb were not there. 

D. Changes to blow acknowledgment standards may be made on a per-combat, 

per-scenario, or 

per-tournament basis, but thereafter will revert to the standards above. Alternate 

acknowledgment standards do not alter the allowed target areas, nor do they increase 

the 

basic force level for a telling blow. All combatants must be informed of any changes to 

standard blow acknowledgment before they participate in the combat. 

 

1. すべての「フルアーマー」ファイターは、チェインハウバーク、パッド付きのギャンベ

ゾン、ボイルレザーアーマーの手足、 

鉄製のオープンフェイスヘルム(鼻あて付き)を装備している必要があります。 

また、キングダムの慣例により、ヘルムには薄いチェーンドレープ(視界を阻害せず、刃と

の接触による切り傷を防ぐ)などが必要とされる場合があります。 

a.。 この標準では、顔への攻撃はその他の部位より軽めでよいとします。 

 ストライキをするために違法であると考えられる地域（1からの手首 

手より上のインチ［25.4mm］; ひざより上の 1インチ［25.4mm］から足、そして、 

下記） すべての攻撃から安全であると思われます。 

b。 顔への最小限の効果的突出強打はタッチ程度、最大限は他の体の部位より軽めの攻撃

とします。 

C. 効果的打撃は、その特定の武器を用いた効果的技術で加えられた打撃と定義されます。 

2. 頭、首または胴への効果的強打は致命的あるいは戦闘不能状態に持ち込む攻撃であると

判断されます。 

3. 斧、メイス、ポールアーム、両手剣または他の武器からの効果的打撃が 

どちらが腰の付け根より上にあるいは、肩の内側を突き刺しまた場合、致命的であるか戦

闘不能にするために十分な攻撃であるとみなします。 

4. 手首より上の腕への効果的強打は、腕の使用を無効にします。腕が負傷したこの状態で

は、 

ファイターはこの腕を攻撃あるいは防御にも使えなくなります。 



5. ひざより上の足への効果的強打は、脚を無効にします。 この状態でファイターは 

跪いているか、座っているか、無傷の脚の足だけで戦わなければなりません。 王国の規定

により足を負傷したファイターに特定の制限を設ける場合があります。 

6. 傷ついた肢が有効打を防いだ場合、腕が攻撃を阻害せず、有効打が加わったものとみな

します。 

D. 攻撃の承認は戦闘ごと、シナリオ毎、トーナメント毎に変化する場合がありますが、特

段指定がなければ前述のものを採用します。 

ルールの変更があった場合も、攻撃の可能エリアを変更することはなく、有効打の可否の

基準となる攻撃の威力を増加させるものではありません。。 

これらに変更があった場合は、戦闘に参加する前にその旨をファイターに説明する必要が

あります。 

 

E. When judging the outcome of a delivered blow, all fighters are expected to take into 

account 

the nature of the weapon being used by their opponent and the location of the point of 

impact 

of that weapon. A blow that strikes with sufficient force and proper orientation shall be 

considered effective, regardless of what it hits prior to striking the combatant. 

F. Sometimes a blow that would normally be accepted occurs at almost the same 

moment as an 

event that would cause the fight to be stopped (a “HOLD” being called, the killing of the 

fighter throwing the blow, etc.). If the blow was begun before the occurrence of the event 

that 

would cause the bout to be halted, and if of sufficient force, it shall be deemed a legal 

blow 

and acceptable. If the blow was begun after the occurrence of the event that would cause 

the 

bout to be halted, it shall be deemed not legal and need not be accepted. 

G. A blow that includes the dropping of a weapon at the moment of impact need not be 

counted. 

(Note: If the force of the blow causes the weapon to be dropped, the rule shall be 

suspended.) 

H. Owing to safety limits placed on combat archery equipment, and the low mass of the 

ammunition, arrows and bolts strike with less force. They need not strike with the same 

force 

as hand-held weapons for the strikes to be considered killing blows. 



 

E. 加えられた打撃の結果を審査するとき、すべてのファイターは敵の武器の性質や被弾箇

所を考慮する必要があります。 

十分な力と適切な箇所による攻撃であった場合、被弾前に受けた攻撃にかかわらず有効で

あるとみなします。 

F. 時々有効打がHOLD宣言など試合停止宣言とほぼ同時に発生する場合があります。この

場合、攻撃が試合停止宣言より先に始動され、 

十分な威力と適切な部位を攻撃していた場合、有効だとみなします。停止宣言より後に行

われた攻撃はいずれの場合も無効であるとみなします。 

G. 攻撃があたった瞬間に武器を落とした場合、有効とはみなされません。 

（注意：打撃の威力が原因で武器を落とした倍、ルールは停止されます。） 

H. コンバットアーチェリー用品に置かれる安全制限及び弾数の少なさのため、これらはよ

り弱い威力であたった場合も有効であるとみなします。 

これらは手持ち武器と同等の威力を保つ必要はありません。 

 

VI. ARMOR REQUIREMENTS 

A. Armored Participants 

All participants on the field during adult armored combat shall meet the Society 

minimum 

armor standards for a fully armored combatant. This includes, but is not limited to, 

combat 

archers, siege engineers and other combatants. 

It does not include marshals, water-bearers, or chirurgeons. All authorized combatants 

and 

warranted marshals shall disguise, cover, or remove modern corporate logos and sport 

gear 

unless the gear is necessary for medical reasons. Special attention should be paid to 

appearance and the atmosphere of a medieval event should be maintained. 

B. Helms 

1. Helms shall be constructed from steel which has a thickness of no less than .0625 

(that is, 1/16) inch (1.6 mm), or of equivalent material. Alternative materials, such as 

stainless steel, brass, bronze, or like materials, are permissible as long as the material 

is structurally equivalent to 0.0625-inch-thick steel. The mass of the helm is an 

important part of the protection. As such, no titanium, fiberglass, aluminum, or other 

ultra-light materials may be used unless they meet the equivalent mass, strength, and 

weight of steel which has a thickness of no less than .0625 (that is, 1/16) inch (1.6  
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mm). Proof of construction technique, materials, and equivalency must be provided 

to the kingdom earl marshal (KEM) for an approval for in-kingdom use. If a spunmetal 

top is to be used in the construction of the helm, it shall be a minimum of 0.0 

75 inch (14-gauge or 1.905 mm) steel. The process of spinning the top thins the 

metal, thereby requiring a heavier gauge. 

2. All joints or seams shall be constructed in one or a combination of the following ways, 

with all welds sound and rivets secure: 

a. Welded on the inside and outside. 

b. Welded with a single bead that extends through both surfaces. 

c. Lap joints welded or brazed at the edges of both pieces. 

d. Helms will be riveted with iron or steel rivets no more than 2.5 inches (63.5 mm) 

apart, or with equivalent riveting techniques. Screw- and pop-type rivets, along with 

other lightweight rivets, are not to be used. 

3. Face guards shall prevent a 1 inch (25.4mm) diameter dowel from entering into any of 

the face guard openings. 

4. The face guard shall extend at least 1 inch (25.4mm) below the bottom of the chin and 

jaw line when the head is held erect. 

5. Bars used in the face guard shall be steel of not less than .1875 (that is, 3/16) inch (4.8 

mm) in diameter, or equivalent. If the span between crossbars is less than 2 inches 

(50.8 mm), .125 (that is, 1/8) inch (3.18 mm) diameter bars may be used. 

6. All movable visors shall be attached and secured in such a way that there is minimal 

chance that they will become detached or come open in normal combat use. 

7. There shall be NO major internal projections; minor projections of necessary 

structural 

components shall be padded. All metal shall be free of sharp edges. Face guard bars or 

mesh should not attach to the interior of the helm, unless of structurally superior design 

and workmanship. 

 

VI。 鎧条件 

A. 武装参加者 

大人のアーマーコンバットの間のフィールドの上のすべての参加者は、協会の最低限の 

フルアーマーコンバットファイター用の鎧基準を満たしている必要があります。 これは、

アーチャー、シージエンジニアや他の戦闘員を含みます。 

これらにはマーシャル、Water bearers、chirurgeonsは含みません。 戦闘員及びマーシャ

ルは 



現代的なロゴやスポーツ・ギアを隠すか覆うか、取り外します 

ギアが医学理由のために必要な場合この限りではありません。 

中世イベントの雰囲気を崩さないよう細心の注意を払わなければなりません。 

B. ヘルム 

1. ヘルムは、.0625(1/16 インチ、1.6mm)以上の厚みも持っている鋼から造られます。 代

わりの材料、例えば、 

ステンレス鋼、真鍮、青銅またはその他材料は厚さ 0.0625インチの鋼に構造的に等しい場

合に限り認められます。 

ヘルムは防具の中でも特に重要な部分です。そのため、チタンやファイバーグラス、アル

ミニウムなどの材料は 

.0625（1/16インチ、1.6mm）の厚さも持っている鋼と同等の防御力が持っていると示さな

ければ認められません。 

王国での使用の認可のための王国伯爵マーシャル（KEM）に建造方法の提出が求められま

す。 spunmetalを用いた場合、 

最低でも 0.075インチ（14ゲージまたは 1.905mm）の鋼である必要があります。この作り

だと構造上ヘルムが薄くなるため、 

より重いゲージを必要とします。 

2. すべてのジョイントまたは境目は、以下の方法１つあるいはそれらの組合せで造られま

す 

リベット及び溶接が正しく適用され： 

a.。 内側で、そして、外で結合します。 

b。 両面に広がる一つのビーズで結合します。 

c。 両方の部分の端で溶接されるか、真鍮で造られる重ね継ぎ。 

d。 ヘルムは鉄で鋲着されます、または、鋼は 2.5インチ（63.5mm）以内でか鋲着されま

す 

あるいは、これに等しいリベット方法を用いられます。 ネジとポップ・タイプ・リベット、

軽量リベットは持ちいらないこと。 

3. フェイスガードの間隔は最低でも 1 インチ（25.4mm）以上の物体が通らない程度の狭

さである必要があります。 

4. フェイスガードは真っ直ぐな状態で少なくとも顔の上下からそれぞれ 1インチ（25.4mm）

以上大きめの面積を防御するひつようがあります。 

5. フェイスガードに使われるバーは、少なくとも.1875（3/16 インチ)（4.8mm) 直径の鋼

またはそれど同等のものである必要があります。 

クロスバーの間隔が 2インチ以下（50.8mm）であるばあい、.125（1/8インチ)（3.18mm）

の直径バーが、使われることができます。 

6. すべての可動バイザーは、戦闘中外れてしまう可能性が最小限である状態で固定されま



す。 

7. 内側に飛び出ている部分は一切みとめられません。構造上必要な部分はパッドを用いる

ひつようがあります。 

すべての金属面は鋭利な面を撮りの起き、フェイスガードバーやメッシュは構造にかかわ

らず必ずヘルムの外側からつけてある必要があります。 

 

8. All parts of the helm that might cause injurious contact with the wearer’s head shall 

be 

padded with a minimum of .5 inch (12.7 mm) of closed-cell foam or equivalent 

padding, or shall be suspended in such a way as to prevent contact with the wearer 

during combat. Similarly, parts of the inside of the helm that might come in contact 

with the wearer’s neck or body should be padded. 

9. All helms shall be equipped with a chin strap or equivalent means to prevent the 

helm 

from being dislodged or metal contacting the wearer’s face during combat. An 

equivalent might be, for example, a bevor or a chin-cup suspension system. A “snug 

fit” is NOT an equivalent. The chin strap shall be, at a minimum, .5 inch (12.7 mm) in 

width and shall not be placed in the helm in a manner that could strangle the wearer. 

C. Eye Wear 

The lenses of all eyewear shall be constructed of shatterproof industrial safety glass or 

plastic. Ordinary glass lenses are prohibited. The wearing of contact lenses or “sports 

glasses” is strongly recommended. 

D. Neck Armor 

The neck, including the larynx, cervical vertebrae, and first thoracic vertebra must be 

covered by one or a combination of the following and must stay covered during typical 

combat situations, including turning the head, lifting the chin, etc. 

 

8. 頭がそうである着用者のものとの有害な接触を引き起こすかもしれないヘルムの全ての

部分 

クローズドセルフォームまたは等価物の最低.5インチ（12.7mm）で当て物をされます 

パッド、あるいは、着用者との接触を妨げるような方向で固定されます 

戦闘の間 同様に、着用者の首または体に接触するかもしれないヘルムの内部の部分 

パッドされなければなりません。 

9. すべてのヘルムは、ヘルムが外れること、また金属が顔に接触することを防ぐ顎紐等が

つけられなければいけません。 

例として bevorなどがこれにあたります。 



 締め過ぎは厳禁です。 顎紐は、最低限で、中で 0.5インチ（12.7mm）の幅で、着用者の

窒息を招くような方法で、ヘルムにつけられないようにしなければなりません。 

C. アイウェア 

すべてのアイウェアのレンズは、粉々にならない産業安全ガラスから造られます、または、 

プラスチック。 普通のガラスのレンズは禁止されます。 コンタクトレンズまたは「スポ

ーツ用グラス」強く推薦します。 

D. 首鎧 

喉頭を含む首、頸椎と胸椎は下記のうち 1 つあるいは複数の防具で戦闘中守られている必

要があります。 

また、これらを着用した状態で首をあげるなどができなければなりません。 

 

1. The helm 

2. A gorget of rigid material 

3. A mail or heavy leather camail or aventail that hangs or drapes to absorb the force of 

a 

blow. If the camail or aventail lays in contact with the larynx, cervical vertebrae, or 

first thoracic vertebra, that section must be padded with a minimum of .25 inch (6mm) 

of closed cell foam or equivalent 

4. A collar of heavy leather lined with a minimum of .2 5in (6mm) of close cell foam or  
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equivalent 

E. Body, Shoulder, and Groin Armor 

1. The kidney area and the floating ribs shall be covered with a minimum of heavy 

leather 

worn over .25 inch (6 mm) of closed-cell foam or equivalent padding. 

2. For men, the groin must be covered by a minimum of a rigid athletic cup (e.g., an ice 

hockey, soccer, karate, or baseball cup) worn in a supporter or fighting garment 

designed to hold the cup in place, or equivalent armor. 

3. For women, groin protection of closed-cell foam or heavy leather or the equivalent is 

required to cover the pubic bone area. The wearing of a male athletic cup by female 

fighters is prohibited. 

4. Separate breast cups are prohibited unless connected by or mounted on an 

interconnecting rigid piece, for example, a heavy leather or metal breastplate. 

 

1. ヘルム 

2. 堅い材料ののど当て 



3. 攻撃の威力を吸収するメイルまたは重いレザーカメイユ、アヴェンテイル掛 

これらが、喉頭（頸椎）や胸椎に接触する場合その部分は最低.25インチ（6mm）でクロー

ズドセルフォームあるいはそれに等しい当て物をされなければなりません 

4. 最小 0.2 5インチ（6mm）で以上の厚さがあるフォームあるいはそれに等しい物で補強

された重い革の襟 

E. 体、肩と股間の防具 

1. 腎臓エリアと浮動肋骨は、最低でもクローズドセルフォームまたは等しいパッドの.25

インチ（6mm）以上のパッドがつけられたヘビーレザーで守られている必要があります。 

2. 男性は最低でもスポーツ用のカップを着用しなければなりません。 

3. 女性は、クローズドセルフォームまたはまたは重い革または同等のもので股間を守る必

要があります。 

女性が男性のスポーツ用カップを着ることは禁止します。 

4. ヘビーレザーやブレストプレートに直接内部で固定する構造でない限り、胸カップの使

用は禁止されています。 

 

 

F. Hand and Wrist Armor: 

The outer surfaces of the hand, to one inch above the wrist of both arms and including 

the 

thumb, must be covered by one or a combination of the following: 

1. A rigid basket or cup hilt with enough bars or plates to prevent a blow from striking 

the 

fingers or the back of the hand. If a basket or cup hilt, shield basket, or center-grip 

shield is used, a vambrace and or partial gauntlet shall cover the remaining exposed 

portions of the hand and wrist. 

2. A gauntlet of rigid material either lined with .25 inch (6 mm) of closed-cell foam or 

equivalent or designed to transfer potentially injurious impact to the surfaces being 

grasped. 

3. A gauntlet of heavy leather lined with .5 inch (12 mm) of closed-cell foam or heavy 

padding. (Note: An ice hockey glove is considered to be the equivalent, but looks 

blatantly modern; their use is discouraged.) Street hockey gloves are NOT equivalent, 

as the padding is lighter than a regular ice hockey glove. Street hockey gloves will be 

treated only as padding. 

4. A shield with a shield basket or equivalent. A shield alone is NOT sufficient, since it 

covers the back of the hand, but not the fingers, thumb, or wrist. A shield alone may be 

considered an equivalent to full hand protection only if no part of the gloved hand or 



wrist is within 4 inches (10.2 cm) of the edge of the shield while the shield is in use. 

5. Combat archers, siege engineers, and those using a thrown weapon, need only a 

halfgauntlet 

made to the above standards for gauntlets but without finger protection. 

G. Arm Armor 

The elbow point and bones at either side of the elbow joint must be covered by a rigid 

material underlain by at least .25 inch (6 mm) of closed-cell foam or equivalent padding. 

This armor shall be attached in such a way that the elbow remains covered during 

combat. 

A shield alone is sufficient on a side-strapped shield, if the elbow is 4 inches (10.2 cm) or 

more from the edge of the shield during typical use. 

H. Leg Armor 

F. 手と手首鎧： 

親指をふくむ手の外面、武器と含むこと手首より上の 1インチは 

以下の 1つあるいは組合せによってカバーされなければなりません： 

1. 打撃が指または手の甲ストライキをするのを防ぐのに十分なバーまたはプレートで作ら

れた堅いバスケットあるいはカップヒルト。 

 バスケットまたはカップヒルト、シールド・バスケットまたはセンターグリップシールド

が使われるばあい、 

腕甲、そして、または、ガントレットにより残りの手の部位を守る必要があります。 

2. クローズドセルフォームの.25インチ（6mm）がつけられたガントレットも、または、 

潜在的に有害な影響を表面存在へ移すようになっているもの 

3. クローズドセルフォームの 0.5 インチ（12mm）がつけられた、ヘビーレザーガントレ

ット。 

 （注意：アイス・ホッケー手袋は等価物であると考えられるが、露骨にモダンな見た目な

ものは厳禁。） 

 ストリートホッケー手袋は、等しくありません、 

ストリートホッケーはあくまでもパッドだけとみなされます。 

4. シールド・バスケットまたはそれに等しいシールドはそれだけは十分でありません 

手の甲以外にも、指、親指、手首も守っている必要があります 

シールドだけで十分とみなすには手袋をした手の部分がシールドが使用中の間、シールド

の端から 4インチ（10.2cm）以内にあるものだけとします。 

5. コンバットアーチャーやシージエンジニアなど投擲武器を使っているそれらは、基準を

満たした halfgauntletだけを必要とします。 

G. 腕鎧 

肘関節のどちらの側のでも肘点と骨は、堅いものによってカバーされなければなりません 



クローズドセルフォームまたはそれに等しいパッドの少なくとも.25インチ（6mm）の緩衝

材が必須です。 

この鎧は、肘が戦闘の間、カバーされているものが必要となります。 

シールドだけでも、サイドストラップを使用し、盾の縁から肘が 4インチ（10.2cm）以内

にある場合は基準を満たしているとします。 

H. 足鎧 

 

 

1. The kneecap, including the area one inch (25.4 mm) above and below it, and both 

sides 

of the knee joints, must be covered by rigid material, lined by at least .25 inch (6 mm) 

of closed-cell foam or an equivalent padding. This armor shall be attached in such a 

way that the knee remains covered during combat. 

2. Combatants should wear footwear that provides adequate protection and support for 

the 

terrain and activity of combat. 

I. Shields 

1. Shields shall be edged with leather, padding, or other covering or constructed in such 

a 

way as to minimize damage to rattan weapons or other fighters. 

2. No bolts, wires, or other objects may project more than .375 (that is, 3/8) inch (9 mm)  
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from any part of a shield without being padded. Rounded shield bosses are not 

considered to be projections. 

3. Shields may be constructed with leg(s) so that they can act as freestanding pavises 

during melee combat. 

a. The leg(s) used to keep the pavise standing must be at least 1.25 inches (31.8 mm) 

in diameter or 1.25 inches (31.8 mm) square and be well-attached. 

b. Pavises are destroyed by a single hit from siege engine ammunition. Combatants 

behind the pavise are not killed. The pavise must then immediately be removed from 

the field or dropped flat. 

c. A pavise can be carried in a manner which does not require hand control (such as by 

a shoulder strap). In this case, the fighter is not allowed to actively block with it, nor 

can they use their own weapon, and if struck by a hand weapon, the blow is counted  

 

1. 膝頭と膝関節、両側からそれの上下のエリアから 1 インチ（25.4mm）は堅い材料（少



なくとも.25インチ（6mm）の緩衝材付き）によってカバーされなければなりません 

これらはクローズドセルフォームまたは等しいパッドが用いられます。 

ひざが戦闘の間、カバーされるようにつけられなければなりません。 

2. 戦闘員は、十分な保護と地形での足取りを提供するはきものをつけなければなりません。 

I. シールド 

1. シールドは革やパディングなどで縁取りをし、ラタンやファイターへの被害を最小限に

抑える必要があります。 

2. ボルト、ワイヤーまたは他の物は、シールドのどの部分からから.375以上（3/8インチ)

（9mm）以内に収まる必要があります。それ以上の場合はパッドが必要です 

シールド・ボスは、例外とシアmス。 

3. メレー中に設置できるよう、盾に足をつけることもみとめられます 

a.。 大盾を立たせ続けるのに用いられる足は、少なくとも 1.25インチ（31.8mm）でなけ

ればなりません 

中で、直径または 1.25 は（31.8mm）正方形を少しずつ動かします、そして、よく付けら

れてください。 

b。 大盾は、包囲エンジン弾薬から一つのヒットによって破壊されます。 戦闘員 

大盾の後で、殺されません。 それから、大盾はすぐに移動されなければなりません 

フィールドまたは落とされたフラット。 

c。 大盾は、ハンドコントロールを必要としない方法で運ばれることができます（そばにの

ようにそれ 

ショルダーストラップ）。 この場合、ファイターはそれで活発にブロックすることは許さ

れません、 

彼らが彼ら自身の武器を使うことを缶詰にしてください、そして、手武器に打たれるなら

ば、打撃は数えられます 

 

VII. WEAPONS STANDARDS 

A. General 

1. With the exception of the hilts, guards and pommels, no metal or non-approved rigid, 

granular, or liquid material may be used in the construction of single or two-handed 

weapons including spears. 

2. Primary weapons used single-handed shall have a wrist strap (or equivalent 

restraint) 

which will keep the weapon from leaving the immediate area of the user if released 

during any part of a bout or combat. Restraints are not required on hafted weapons 

used 

single-handed, or on single-handed back-up weapons. 



3. Flails are expressly prohibited. 

4. Mechanical devices known as “sliders,” which are used to guide or propel spears, are 

prohibited. 

5. All weapons shall have all cutting edges and thrusting tips marked in a contrasting 

color. 

6. The striking surfaces of all weapons, including the tip, shall be wrapped in a manner 

that allows no rattan splinters to protrude. 

7. All thrusting tips and striking heads must be securely attached to the weapon. 

8. The edges and tips of all striking surfaces shall be rounded. 

9. No part of a weapon shall have sharp edges or protrusions with cross-section of less 

than 1.25 inch (31.8mm) in diameter. Guards, pommels, hooks, etc., shall be firmly and 

securely affixed to the weapon haft. 

10. It shall not be possible to force into a legal face guard, any part of a weapon which 

may 

reasonably be expected to contact an opponent during combat more than .5 inch (12.7 

mm). Rattan weapons may have a handle section which is less than 1.25 inch (31.8 

mm), so long as it meets this criterion. Combat archery shafts may be thinner as long as 

the head and tail meet the criteria. 

11. Rattan shall not be treated in any way that will substantially reduce its flexibility 

(e.g., 

treated with wax, resin, fiberglass, etc.). 

12. No weapon shall exceed 6 pounds (2.73 kg). 

13. No missile weapons intended to simulate firearms, slings, slingstaffs, nor atlatls can 

be 

used on the field of armored combat. 

14. No “punch weapons” or thrusting weapons that have the blade or tip more 

perpendicular than parallel to the grip. 

15. No shovel handles on any thrusting weapon. 

 

VII. 武器標準 

A. 一般 

1. 柄とガードとポンメルを除き、片手あるいは両手武器の作製の指定のもの以外の粒状で

あるか、液体材料を使用してはいけません。 

2. 主要な片手武器は、手首ストラップ（またはそれに等しい）を備えています 

装備を手放した際に武器が飛んでいかないようにするためこれは設けられます。 

納刀された武器、または予備の武器にこれを設ける必要はありません 



3. フレイルの使用は禁止されています。 

4. 「スライダー」と呼ばれる槍の突きを補助する装置の使用は禁止されています。 

5. すべての武器は、すべての切刃と突出先端の部分がマークされている必要があります。 

6. すべての武器（先端を含む）の攻撃表面は、ラタンが露出しない状態である必要があり

ます。 

7. すべての突出先端と攻撃面は、武器にしっかりと付けられていなければなりません。 

8. すべての攻撃面の端と先端は、丸くされます。 

9. 武器の部分は、直径 1.25インチ（31.8mm）以下の細さの攻撃面を持っていてはいけま

せん。  

ポンメル、フック、ガードなどは武器にきちんと固定されている必要があります。 

10. マスクに武器のいずれの部分も 0.5インチ以上（12.7mm）押しこむことは出来ないも

のとします。 

ラタン武器は、基準を満たす限り 1.25インチ未満であるハンドル部を持っていることがで

きます（31.8mm) 。 

アーチェリー・シャフトは頭と尾が基準を満たしている場合に限り、細いものでも認めら

れます。 

11. ラタンは、その柔軟性を実質的には減らす方法で処理(ワックス、レジン、ファイバー

ガラスでの補強など)されることを禁止します。 

12. 武器は、6ポンド（2.73kg）を超えてはなりません。 

13. アーマーコンバットのフィールドでは銃や、スリングも、slingstaffsも槍発射器などの

投擲武器は使用することは認められません。 

14. 刃とグリップが垂直になっているパンチして攻撃を行う武器は禁止されています。 

15. 突き用の武器でシャベル用の柄の使用することはできません。 

 

 

B. Single-Handed Weapons 

Weapons that shall be used in one hand shall have the following requirements: 
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1. Single-handed weapons shall be constructed of one of the following: 

a. rattan 

b. rattan-cored Siloflex or Siloflex-equivalent 

c. natural polypropylene round rod (maximum diameter: 1.25 inches (31.8 mm) 

and shall be not less than 1.25 inch (31.8 mm) in total diameter (including tape) along 

its 

entire length excepting the handle. 

2. Rattan-cored Siloflex or Siloflex equivalent weapons shall be constructed using 



tubular 

materials meeting ASTM standard D-2239 or the international equivalent, with a 

pressure rating of 160 PSI or greater, having at least a 1.25 inch (31.8 mm) diameter on 

the outside and at least .125 (that is, 1/8) inch (3.2 mm) walls, and having an inner core 

of rattan that fills the interior of the tubular material entirely. Periodic inspection shall 

be made to determine the condition of the inner core. 

3. If the weapon has a head, it shall not be constructed of solely rigid materials. The 

head 

shall be firmly and securely attached to the haft. The head shall allow at least .5 inch 

(12.7 mm) of progressive give between the striking surface and the weapon haft. 

4. No weapon may have a cutting and/or smashing surface at both ends. 

5. When thrusting tips are used, they shall be at least the same diameter as the shaft of 

the 

weapon they are mounted on and have at least .75 inch (19.1 mm) of resilient material 

in front of the rigid tip of the weapon providing at least .375 (that is, 3/8) inch (9.53 

mm) of progressively resistant give across the face of the thrusting tip. (Note: Pressing 

with the thumb into the center of the thrusting tip is not an adequate test. The give 

must 

be across the entire face of the tip.) 

6. Swords shall have a hand guard, such as a basket hilt, quillions, or equivalent. 

7. Total weapon mass shall not exceed 5 pounds (2.27 kg). 

C. Two-Handed Weapons 

Weapons which may be used with one or two hands shall have the following 

requirements. 

 

B. 片手の武器 

1本の手で使われる武器には、以下の必要条件があります： 

 

1. 片手武器は、以下の 1つから造られます： 

a.。 籘 

b。 籘を中心から切り離された Siloflexまたは Siloflex-同等の武器 

c。 ロッドのまわりの天然ポリプロピレン（最大直径：1.25インチ（31.8mm） 

最低でも 1.25インチ（31.8mm）の直径（テープを含む）、(ハンドルを含まず)。 

2. 籘を中心から切り離された Siloflexまたは Siloflex等価物武器は、管状のものを使用し

て造られます 

ASTM標準 D-2239または国際的な等価物に会っている材料、で 



160の PSIの評価されているか、より大きい圧力（少なくとも 1.25インチ（31.8mm）の

直径を着る） 

外側で少なくとも.125（つまり、1/8）インチ（3.2mm）の壁と内核を持っていること 

完全に管状材料の内部を満たす籘。軸の定期的な点検を必要とします。 

3. 武器が先端があるならば、それは単に堅い材料だけから造られません。 先端は 

柄に、しっかりと、そして、と付けられます。 先端は、少なくとも.5 インチ（12.7mm）

の伸縮性を、 

攻撃面と武器柄の間で持っている必要があります。 

4. 武器は、両端でカットや壊れている表面がないこと。 

5. 突出先端が使われるとき、少なくとも、シャフトと同じ直径で少なくとも.75 インチ

（19.1mm）ぶんの軸が取り付けられている必要があります 

また、先端は少なくとも.375 インチ（3/8）（9.53mm)の伸縮性を持っている必要がありま

す 

 （注：突出先端の中心への指での圧迫ではすることは不十分です。テストには先端全部に

圧力をかける必要が有ります。） 

6. 剣は、手プロテクター（バスケットヒルト、quillionsまたは等価物）を備えています。 

7. 武器全体で、5ポンド（2.27kg）を超えてはいけません。 

C. 両手用の武器 

片手、両手で使われる武器には、以下の必要条件があります。 

 

 

1. Weapons shall be constructed of rattan of not less than 1.25 inch (31.8 mm) in 

diameter 

(including tape). Polearms may contain blades constructed of split rattan, so long as the 

piece(s) are securely fastened to the haft. 

2. The weapon shall not be excessively flexible. 

3. If the weapon has a head, it shall not be constructed of solely rigid materials. The 

head 

shall be firmly and securely attached to the haft. The head shall allow at least .5 inch 

(12.7 mm) of progressive give between the striking surface and the weapon haft. 

Semirigid 

ultra-lightweight shaped foam heads and laminated or split rattan construction 

techniques do not require .5 inch (12.7 mm) of progressive give, so long as their 

construction imparts striking characteristics similar to an unpadded weapon 

constructed 

of a single piece of rattan. 



4. No weapon may have a cutting and/or smashing surface at both ends. 

5. Thrusting tips: 

a. When thrusting tips are used on rattan weapons with greater length than 7.5 feet 

(2.286 m), they shall be no less than 2 inches (50.8 mm) in diameter/cross-section 

and have 2 inches (50.8 mm) of resilient material in front of the rigid tip of the 

weapon, thereby providing progressively resistant give. 

b. When thrusting tips are used on rattan weapons with length less than or equal to 7.5 

feet, they shall be at least the same diameter as the shaft of the weapon they are 

mounted on and have 1.5 inches (38.1 mm) of resilient material in front of the rigid 

tip of the weapon, thereby providing progressively resistant give. 

(Note: Pressing with the thumb into the center of the thrusting tip is not an adequate 

test. 

The give must be across the entire face of the tip.) 

6. Weapons exceeding 7.5 feet (2.286 m) shall not be used for cutting or smashing and  
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shall be used for thrusting only. 

7. Total weapon length shall not exceed 12 feet (3.658 m). 

D. Fiberglass Spears. 

 

1. 武器は、直径少なくとも 1.25インチ（31.8mm）の籘から造られます 

（テープを含む）。 Polearmsは、柄にしっかりと固定された割れた籘から造られる刃をも

ちいます。 

2. 武器は、極端に柔軟でありません。 

3. 武器が頭があるならば、それは単に堅い材料だけから造られません。 頭 

柄に、しっかりと、固定され、 頭は、攻撃面と武器柄の間で少なくとも.5インチ（12.7mm）

の伸縮性を求められます。 

半硬式の超軽量フォームと裂けた籘による構造のばあい、攻撃面が一本のラタンでの攻撃

したさいと等しい衝撃を与える場合にかぎり.5インチ（12.7mm）の伸縮性を要求しません 

4. 武器は、両端で斬撃、打撃にもちいることができます。 

5. 突出先端： 

a.。 突出先端が 7.5フィート（2.286m）より大きな長さで籘武器の上で使われるとき、 

直径/横断面の 2インチ（50.8mm）以内に収まり、先端には 2インチ（50.8mm)の緩衝材

をつけている必要があります。 

b。 7.5 フィート（2.286m）より大きな長さで籘武器の上で使われるとき、少なくとも、

シャフトと同じ直径で 1.5インチ（38.1mm）の緩衝材が先に取り付けられている必要があ

ります 



 （注：突出先端の中心への指での圧迫ではすることは不十分です。テストには先端全部に

圧力をかける必要が有ります。） 

6. 7.5 フィート（2.286m）以上の武器は武器斬撃や打撃に使わず、突出のためにだけ使わ

れます。 

7. 武器の全長は、12フィート（3.658m）を超えません。 

D. ファイバーグラス槍。 

 

1. Fiberglass spears shall not have a cutting or smashing head. 

2. Fiberglass spears shall be constructed with pultruded fiberglass shafts with an 

outside 

diameter of no less than 1.25 inch (31.8 mm) and no greater than 1 5/16 inch (33.38 

mm). Minimum manufacturer specified wall thickness shall be .125 (that is, 1/8) inch 

(3.2 mm) and the minimum measurable wall thickness shall be 3/32 inch (2.38 mm). 

3. The end of the shaft which will have the thrusting tip attached must be covered with 

a 

schedule-40 PVC cap with an interior diameter the same as the outside diameter of the 

shaft (1.25 inches or 31.8 mm). The thrusting tip will then be attached over this cap. 

4. All fiberglass spears must have a thrusting tip that is a minimum of 2 inches (50.8 

mm) 

in diameter/ cross-section and have 2 inches (50.8 mm) of resilient material in front of 

the PVC end cap, thereby providing progressively resistant give without allowing 

contact with the PVC end cap. 

5. Shafts may be spliced using a fiberglass rod or tube with a sidewall of .125 inch (3.2 

mm) of the same or equivalent material, having an outside diameter of 1 inch (25.4 

mm) and a length of 8?12 inches (203?304 mm). Only two splices will be allowed per 

spear shaft. Each end to be spliced shall be cut square and clean of cracks or frayed 

fibers. The rod shall extend at least 4 inches (101.6 mm) into each spliced end. One or 

both of these two methods shall secure the splice: 

a. Epoxying both ends of the fiberglass rod before insertion. 

b. Epoxying one end of the fiberglass rod before insertion and thoroughly taping the 

splice over with fiber tape. 

6. The butt end of the shaft shall be smooth and free of cracks or frayed fibers. The butt 

shall be taped over or otherwise sealed. If a weapon is completely taped, a marshal may 

require that one section be untaped enough to determine that pultruded fiberglass has 

been used in the construction of the shaft. 

7. Total spear length shall not exceed 12 feet (3.658 m). 



 

1. ファイバーグラス槍は、斬撃面・打撃面を持ちません。 

2. ファイバーグラス槍は、pultruded ファイバーグラス・シャフトで造られます 

1.25インチ（31.8mm）以上 1 5/16インチ（33.38mm）以下の直径とします。 

最小限のメーカーは、壁厚が.125（つまり、1/8）インチ（3.2mm）であることを示してい

ます 

壁厚は最低でも 3/32インチ（2.38mm）とします。 

3. 突出先端を付けられるシャフトの端は、1.25インチまたは 31.8mmの 40 PVCキャップ

でおおわれていなければなりません 

それから、突出先端は、このキャップの上に付けられます。 

4. すべてのファイバーグラス槍は、最低 2 インチ（50.8mm）である突出チップを備えて

いなければなりません 

直径/横断面で、そして、強い材料の 2インチ（50.8mm）を持っている 

PVCエンドキャップ（それによって次第に抵抗が許すことなく与えると定める） 

PVCエンドキャップとの接触。 

5. シャフトは、.125インチ（3.2mm) の側壁で、ファイバーグラス・ロッドまたはチュー

ブを用いて継がれることができます 

また同じであるか等しい材料の、1 インチ（25.4mm)の外側の直径を持ち、8-12 インチ

（203-304mm）長さを持ちます。 

槍シャフト毎に許される結合部は最大２つです。 継がれる各先端は破片やヒビなどがない

よう綺麗に切断する必要があります。 

ロッドは、各継がれた終わりに少なくとも 4インチ（101.6mm）伸ばします。 

接合部には下記の 1つあるいは 2つの方法を使用します： 

a.。 挿入の前のファイバーグラス・ロッド両端をエポキシパテで埋める。 

b。 挿入の前のファイバーグラス・ロッドの一端をエポキシパテで埋め、ファイバーテー

プで固定。 

6. シャフトの接合部は、滑らかで、隙間またはすり切れる繊維を含まないです。  

端の部分はもう一度テープで蓋をするか、さもなければ封をされます。 武器が完全にテー

プを巻かれるならば、マーシャルはシャフトの素材を判断するため 

一部分の pultrudedファイバーグラスを露出することができます。 

7. 槍の全長は、12フィート（3.658m）を超えません。 

 

E. Throwing Weapons 

These weapons may be used for striking and may also be thrown in melee scenarios 

where 

thrown weapons are allowed. Examples are thrust-and-throw javelins, axes, knives, etc. 



1. Shafts shall be constructed of rattan not less than 1.25 inch (31.8 mm) in diameter 

along its entire length or of two layers of Siloflex or equivalent. The outer layer shall 

be 1 inch (25.4 mm) inner diameter Siloflex (1.25 inch [31.8mm] outer diameter) and 

the inner layer shall be 0.75 inch (19.1 mm) inner diameter Siloflex. All Siloflex used 

for throwing weapons must have a pressure rating of 160 PSI or greater. If Siloflex is 

used, both ends of the shaft shall be covered with either a schedule-40 PVC cap with an 

interior diameter the same as the outside diameter of the shaft (1.25 inches [31.8 mm]), 

or with a rubber stopper or equivalent means to prevent the tubing from penetrating 

the 

thrusting tip(s), fastened securely in place by tape and/or glue. 

2. Thrusting tips shall be used on any tip that can be reasonably assumed to contact a 

fighter when the weapon is used or thrown. Tips shall be no less than 1.25 inch 

(31.8mm) in diameter/cross-section and have 1.25 inch (31.8mm) of resilient material 

in front of the rigid tip of the weapon, thereby providing progressively resistant give. 

3. If the weapon has a head, it shall not be constructed of solely rigid materials. The 

head 

shall be firmly and securely attached to the haft or handle. The head shall allow at least 

.5 inch (12.7 mm) of progressive give between the striking surface and the weapon haft 

or handle. 

4. The weapon must have the owner’s name, kingdom, and branch clearly and legibly 

printed on it in English characters for identification. 
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5. Total mass of the weapon shall not exceed 2 pounds (0.91 kg). 

 

E. 投擲武器 

これらの武器は直接攻撃だけでなく、投擲武器が認められるメレーで使用することができ

ます。 

 例は、突き・投げ用の槍、斧、ナイフなどです。 

1. シャフトは、直径 1.25インチ（31.8mm）以上、籘から造られます 

その全ての長さに沿って、または、2枚の層の Siloflexまたは等価物ので覆われます。 

外装は 1インチ（25.4mm）の内径が、Siloflex（1.25インチ［31.8mm］の外径）、 

内部の層は、0.75インチ（19.1mm）の内径 Siloflexです。  

投擲武器用の Siloflex は、160 の PSI の評価されているか、より大きい圧力がなければな

りません。  

Siloflex を使用する場合両端、シャフト（1.25 インチ［31.8mm］）の外側の直径と同じ内

部の直径の 40 PVCキャップをどちらもおおい 



またはゴム栓で、または、管が突出先突き抜けることを防いでいなくてはなりません。こ

れらはテープや接着剤で適所にしっかりと固定されます。 

2. 突出先端はファイターに接触する部分を指します。 

先端は最低でも 1.25インチ（31.8mm）直径/横断面で、武器先端に 1.25インチ（31.8mm）

を持っている 

武器の堅い先端の前で、それによって、次第に、ただし、抵抗が与える場合に限る。 

3. 武器が頭があるならば、それは単に堅い材料だけから造られません。  

頭は柄またはハンドルにしっかりと固定付けられます。 頭は少なくとも攻撃面と武器柄の

間で 0.5インチ（12.7mm）の伸縮性を保つ必要があります、。 

4. 武器は、明らかに、そして、読みやすく、所有者の名前、王国を持っていなければなり

ません 

識別のために英語の文字でそれに印刷されます。 

5. 武器の全体の量は、2ポンド（0.91kg）を超えません。 

 

F. Combat Archery Bows/Crossbows 

1. During inspection, all equipment must have its poundage and draw physically 

measured with a ruler or other metered device and poundage scale. 

2. Marshals must calibrate their bow scales regularly to be accurate at either 30 or 50 

pounds, depending upon the most prevalent bow in their kingdom, as measurements 

obtained with commonly-used, standard spring-type scales can vary over time. 

3. No compound bows, nor compound crossbow prods are allowed. 

4. No non-Society period sights, spring/flipper rests, plunger buttons, stabilizers, 

clickers, 

or modern string release aids may be used. 

5. Bows/Crossbows must be powered solely by the flex of the limbs. 

6. If both Light and Heavy bows/crossbows, by the standards as defined below, are on 

the 

field at the same time, then all Heavy bows/crossbows must have their upper limb (or 

one limb for crossbows) covered with at least 4 inches (10 cm) of red material (tape, 

cloth, etc). 

7. Handbows 

a. A handbow’s power is measured at 28 inches (71 cm). If the bow cannot be drawn 

28 inches (71 cm), then it cannot be used in SCA combat. 

b. The minimum measurement for all handbows is 20 pounds (9.1 kg) at 28 inches (71 

cm). 

c. Light handbows measure 30 pounds (13.6 kg) or less at 28 inches (71 cm). 



d. Heavy handbows measure 50 pounds (22.7 kg) or less at 28 inches (71 cm). 

8. Crossbows 

a. Crossbows are measured by inch-pounds (”#), which is calculated by taking the 

poundage of the bow measured at the lock, multiplied by the distance (in inches) 

from the front of the string at rest, to the front of the string when in cocked position. 

(A metric measurement of kilogram-centimeters (kg-cm) is also allowed.) 

b. The minimum measurement for all crossbows is 400”# (461 kg-cm). 

c. Light crossbows measure 600”# (691 kg-cm) or less. 

d. Heavy crossbows measure 1000”# (1152 kg-cm) or less. 

e. No crossbows may have a modern pistol grip. 

G. Combat Archery Ammunition 

1. All ammunition must have the owner’s name and kingdom displayed clearly on it. 

2. No ammunition may be more than 10% covered in the color yellow. 

3. No metal can be used as ammunition construction material. 

4. All ammunition has a maximum length of 28 inches (71 cm) from the back of the 

blunt, 

to the string acceptor on the nock. 

5. Optionally, ammunition may have fletches as long as they are securely attached and 

made of a soft material. Fletches may not project farther than .5 inch (12.7 mm) from 

the shaft if they are less than 1.5 inch (38.1 mm) thick. 

 

F. Combat Archery Bows/Crossbows 

1. During inspection, all equipment must have its poundage and draw physically 

measured with a ruler or other metered device and poundage scale. 

2. Marshals must calibrate their bow scales regularly to be accurate at either 30 or 50 

pounds, depending upon the most prevalent bow in their kingdom, as measurements 

obtained with commonly-used, standard spring-type scales can vary over time. 

3. No compound bows, nor compound crossbow prods are allowed. 

4. No non-Society period sights, spring/flipper rests, plunger buttons, stabilizers, 

clickers, 

or modern string release aids may be used. 

5. Bows/Crossbows must be powered solely by the flex of the limbs. 

6. If both Light and Heavy bows/crossbows, by the standards as defined below, are on 

the 

field at the same time, then all Heavy bows/crossbows must have their upper limb (or 

one limb for crossbows) covered with at least 4 inches (10 cm) of red material (tape, 



cloth, etc). 

7. Handbows 

a. A handbow’s power is measured at 28 inches (71 cm). If the bow cannot be drawn 

28 inches (71 cm), then it cannot be used in SCA combat. 

b. The minimum measurement for all handbows is 20 pounds (9.1 kg) at 28 inches (71 

cm). 

c. Light handbows measure 30 pounds (13.6 kg) or less at 28 inches (71 cm). 

d. Heavy handbows measure 50 pounds (22.7 kg) or less at 28 inches (71 cm). 

8. Crossbows 

a. Crossbows are measured by inch-pounds (”#), which is calculated by taking the 

poundage of the bow measured at the lock, multiplied by the distance (in inches) 

from the front of the string at rest, to the front of the string when in cocked position. 

(A metric measurement of kilogram-centimeters (kg-cm) is also allowed.) 

b. The minimum measurement for all crossbows is 400”# (461 kg-cm). 

c. Light crossbows measure 600”# (691 kg-cm) or less. 

d. Heavy crossbows measure 1000”# (1152 kg-cm) or less. 

e. No crossbows may have a modern pistol grip. 

G. Combat Archery Ammunition 

1. All ammunition must have the owner’s name and kingdom displayed clearly on it. 

2. No ammunition may be more than 10% covered in the color yellow. 

3. No metal can be used as ammunition construction material. 

4. All ammunition has a maximum length of 28 inches (71 cm) from the back of the 

blunt, 

to the string acceptor on the nock. 

5. Optionally, ammunition may have fletches as long as they are securely attached and 

made of a soft material. Fletches may not project farther than .5 inch (12.7 mm) from 

the shaft if they are less than 1.5 inch (38.1 mm) thick. 

 

F. コンバットアーチェリー/石弓 

1. 点検の間、すべての器材はその poundage および引きを定規やスケールなどで図る必要

があります。 

2.マーシャルは、定期的に 30か 50ポンドに弓矢のスケールを調整する必要があります 

これらの寸法は王国で最も一般的な会釈は目盛りが時間とともに変わるばあいがあります。 

3. コンパウンドボウ、コンパウンドクロスボウは使用できません。 

4. 非協会期のサイト、スプリング、フリッパーレスト、プランジャー・ボタン、スタビラ

イザー、クリッカー、 



または、ストリング・リリースなどは使えません。 

5. 弓/石弓は、手足の屈曲だけによって、動かされなければなりません。 

6. 小さい・大きい弓/石弓が同時に同じフィールドで使用する場合、弓の上部に赤い目印を

の少なくとも 4インチ（10cm）で覆う必要があります（テープ、 

布その他）。 

7. ハンドボウ 

a.。 handbowの力は、28インチ（71cm）で測定されます。 28インチ（71cm）引けない

場合、それから、それが SCA戦闘において使われることができません。 

b。 すべてのハンドボウのための最小限の測定値は、28インチの 20ポンド（9.1kg）です

（71 

cm）。 

c。 軽いハンドボウは、30ポンド（13.6kg）または 28インチ（71cm）のより少ないもの

を測ります。 

d。 大型ハンド弓は、50ポンド（22.7kg）または 28インチ（71cm）のより少ないものを

測ります。 

8. 石弓 

a.。 石弓は、インチパウンド（「#）で測定されます、取得によって計算されます 

ロックから休息したひもの正面から、ひもの正面に上向きにされた位置であるとき、距離

（インチの）によって掛けた長さを測ります。 

（キログラム-センチメートル（kg-cm）のメートル法も許されます。） 

b。 すべての石弓のための最小限の測定値は、400"#（461kg-cm）です。 

c。 軽い石弓は、600"#（691kg-cm）またはより少ないものを測ります。 

d。 大型石弓は、1000"#（1152kg-cm）またはより少ないものを測ります。 

e。 石弓は、現代のピストル形の握りを持っていないことができます。 

G. コンバットアーチェリー弾薬 

1. すべての弾薬は、所有者の名前と王国を明らかにそれに表示しておかなければなりませ

ん。 

2. 弾薬は、色黄色でカバーされる 10%以上でない場合があります。 

3. 金属が、弾薬建設資材として使われることができません。 

4. すべての弾薬は、弓筈の上のストリング・アクセプターの後ろから 28インチ（71cm）

の最大長さを持っています、 

5. 任意で、彼らがしっかりと配属され、柔らかい素材で出来ている場合に限り、弾薬は

fletchesを持っていることができます。 Fletchesは、シャフトより 0.5インチ（12.7mm）

より遠く突出しないこと 

厚さ 1.5インチ（38.1mm）未満であること。 

 



6. Light Ammunition (for use in light bows or light crossbows) 

a. Shafts of light ammunition must be solid pultruded fiberglass of between .25 (6.5 

mm) and .375 inch (9.5 mm) diameter. 

b. Fiberglass shall be of a good quality, defined as significant ‘bending’ pressure as 

applied by a marshal not causing the shaft to break. 

c. The shaft must be covered from behind the blunt, to the front of the anti-penetration 

device (APD), in a sturdy tear-resistant tape, such as strapping, electrical, or duct  
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tape. 

d. Anti-Penetration Devices (APDs) 

i. APDs must be attached no further than .5 inch (12.7 mm) from the end of the 

arrow or bolt (including nock). 

ii. APDs must be attached securely via tape, glue, cable ties, etc. The method 

does not matter as long as it is securely attached and will not come off during 

normal use. This will be tested by Marshals will test this by grabbing and 

pulling on the APD with moderate force while twisting it slightly. If it 

detaches or moves lengthwise along the shaft, then it is unsafe. 

iii. The following are the ONLY approved styles of APDs: 

 

6. 軽い弾薬（軽い弓または軽い石弓に用いられる） 

a.。 弾薬は.25 の間の固体 pultruded されたファイバーグラスでなければならない光の一

筋（6.5 

mm) そして、.375インチ（9.5mm）の直径。 

b。 ファイバーグラスは上質です。そして、圧力を重要に『曲がる』ように定義されます、 

シャフトが壊れる原因になっていないマーシャルによって適用されます。 

c。 反侵入の正面に、シャフトは率直なものの後ろからカバーされなければなりません 

革ひも材料（電気）またはダクトのような、丈夫な涙耐性テープで、装置（APD） 

マーシャルのハンドブック 

テープ。 

d。 反侵入装置（APD） 

i.。 APD は、終わりから.5 インチ（12.7mm）でより、もうそれ以上付けられてはいけま

せん 

矢またはボルト（弓筈を含む）。 

ii。 APD はテープ（接着剤）によってしっかりと付けられなければなりません。そして、

ケーブル・タイなどが方法です、 

それがしっかりと付けられるほど長い物質ととれられない意志をしません 



通常の使用。 これは、つかむことこんなにによって、マーシャル意志テストによってテス

トされます、そして、 

わずかにそれをねじっている間穏やかな力で APDを引っ張ること。 それならば 

分離してまたはシャフトに沿って縦に、動かします、それから、それは安全でありません。 

iii。 それら APD装値のみ認可されます。 

 

1. Siloflex equivalent 

a. APDs must be of Siloflex equivalent material with a pressure rating between 

75 and 200psi. The outer diameter must be at least 1.25 inches (31.8 mm) or 

the inner diameter must be at least 1 inch (25.4 mm). 

b. There may be no cuts in the back end of the APD. 

c. The length of the top edge of the APD must be at least 1.25 inches (3.2 cm) 

if the front is cut square, or .625 (that is, 5/8) inch (16 mm) if the front is cut 

at a 45 degree angle. 

d. APD may have a channel routed in the bottom, and/or cuts made in the 

front edge for helping tape attachment. 

e. All sharp edges must be eased. 

2. Asgard 

a. Asgard APDs have only the following modifications allowed: Cutting the 

nock off flush for use on a crossbow, making small holes for helping 

attachment, and roughing surfaces for gluing. 

e. Blunts 

i. All blunts must be securely attached via tape, glue, cable ties, etc. The method 

does not matter as long as it is securely attached; however at least one piece of 

strapping, electrical or duct tape must extend over the blunt and be securely 

attached to the shaft on both sides. This will be tested by marshals by grabbing 

and pulling on the blunt with moderate force while twisting it slightly. 

If the blunt shows signs of moving off of the shaft, then it fails. (Twisting 

around the shaft is okay.) 

ii. Baldar Blunts 

1. Baldar Blunts must be of a type designed for use on fiberglass shafts (.25 inch 

shaft acceptor), and can only be used with .25 inch or 6.5 mm shafts. 

2. Only the original 2-piece mold Baldar Blunt is allowed. Blunts must be attached 

in such a way that the blunt can be inspected for the parting line visible around 

the circumference of the thickest part of the blunt in the 2-piece molds. If no 

parting line is seen the blunt cannot be used. 



iii. UHMW (Ultra-High Molecular Weight Polyethylene) 

1. UHMW blunts are constructed of at least 1.25 inches (31.8 cm) diameter 

UHMW rod with a hole drilled in it to accept the shaft. 

2. The shaft hole must be at least .5 inch (12.7 mm) deep, and there must be at 

least .5 inch (12.7 mm) of UHMW in front of the shaft. 

3. At least .5 inch (12.7 mm) and at most 1.25 inch (31.8 cm) of resilient padding 

after taping must be added in front of the blunt and be at least the same diameter 

as the blunt. 
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4. The head must have a side-wrap of foam that extends from the tip of the padding 

to at least .5 inch (12.7 mm) over the UHMW that brings the total diameter of 

the head to at least 1.5 inch (3.81 mm) after taping. 

5. The front edges of the blunt must be rounded over. 

6. As long as all other requirements are met, the blunt may have material removed 

for aerodynamic or weight reducing purposes. 

7. Heavy Ammunition (for use in heavy bows, heavy crossbows, light bows, or light 

crossbows) 

 

1. Siloflex等価物 

a.。 APDは、間に圧力評価で Siloflex等価物材料でなければなりません 

75と 200psi。 外径は、少なくとも 1.25インチ（31.8mm）でなければなりません、また

は、 

内径は、少なくとも 1インチ（25.4mm）でなければなりません。 

b。 APDの後端の削減が、ないことができます。 

c。 APDの一番上の端の長さは、少なくとも 1.25インチ（3.2cm）でなければなりません 

正面が切られるならば正面が切られた正方形または.625（つまり、5/8）インチ（16mm）

であるならば、 

45度角度で。 

d。 APDはチャンネルを底に送っておくことができます、および／または、カットは作り

ました 

テープ・アタッチメントを助けるための前端。 

e。 すべての鋭い端はゆるめられなければなりません。 

2. アスガルド 

a.。 アスガルド APDは、以下の修正だけを許しておきます： 切る 

石弓の使用のための紅潮を離れた弓筈（助けるために小さいホールを作る） 

配属と接着のための荒研削面。 



e。 鈍ります 

i.。 テープ、接着剤、ケーブル結びつきその他を通して、確実に付ける、すべては必要な

ものを鈍くします方法 

それがしっかりと付けられる限り、重要でありません; しかし、1つが接合する最少で 

大柄で、電気またはダクト・テープは率直なものにわたらなければならなくて、確実にな

ければなりません 

両側でシャフトに付けられます。 これは、つかむことによって、マーシャルによってテス

トされます 

そして、わずかにそれをねじっている間穏やかな力で率直なものを引っ張ること。 

シャフトの出発する鈍いショー兆候ならば、それは失敗します。 （ねじる 

まわりで、シャフトはＯＫです。） 

ii。 バルダーは鈍ります 

1. ファイバーグラス・シャフトの上で使用のために設計されるタイプのある、バルダーは

必要なものを鈍くします（.25インチ 

シャフト・アクセプター）、そして、.25インチまたは 6.5mmのシャフトで使われることが

できるだけです。 

2. 最初のツーピースの型バルダー・ブラントだけは、入ることができます。 必要なものを

鈍くして付ける 

率直なものはまわりで見える別れの台詞を求めて詳しく調べられることができるそのよう

な方法で 

ツーピースの型で率直であるもので最も厚い部分の円周。 いいえならば 

別れの台詞は見られます。そして、率直なものが使われることができません。 

iii。 UHMW（超高分子量ポリエチレン） 

1. UHMWは、鈍くします少なくとも 1.25インチ（31.8cm）の直径の造る 

穴による UHMWロッドは、シャフトを受け入れるために、それの中で穴をあけました。 

2. 穴は深さ最低.5 インチ（12.7mm）で、そして、そこでそうでなければならないシャフ

トが、なければなりません 

シャフトの前の UHMWの最低.5インチ（12.7mm）。 

3. 強いパッドの少なくとも.5インチ（12.7mm）と多くても 1.25インチ（31.8cm） 

テープに記録することが率直なものの前に加えられなければならなくて、少なくとも同じ

直径でなければならなかったあと、 

率直なものとして。 

マーシャルのハンドブック 

4. 頭は、パッドの先端から延びる泡の横のラップを持っていなければなりません 

それが総直径を持ってくる UHMWの上の少なくとも.5インチ（12.7mm）まで 

テープに記録した後の少なくとも 1.5インチ（3.81mm）への頭。 



5. 率直なものの前端は、もう一度丸くされなければなりません。 

6. 他の全ての必要条件が満たされる限り、率直なものは材料を除去しておくことができま

す 

空気力学的なまたは重さ低下目的のために。 

7. 大型弾薬（大型弓、大型石弓、軽い蝶結びまたは光で使用するために 

石弓） 

 

 

Heavy ammunition must be of one of three styles: tubular, tennis ball, or Fellwalker. 

a. Tubular Ammunition 

i. The shaft must be constructed of Siloflex Equivalent with a pressure rating of 

100PSI or greater, 1.25 inches (31.8 mm) exterior diameter or 1 inch (25.4 mm) 

interior diameter. 

ii. The tail must be left solid for at least 1 inch (25.4 mm). Cuts may be made 

beyond that in order to install fletches if desired but must have holes drilled at 

the ends of each cut to keep the cut from spreading. The tail may be slit if a 1 

inch (25.4 mm) or longer section of Siloflex is reinserted at the end and laced 

in place. A nock may be cut into the tail end, but may be no deeper than .5 

inch (12.7 mm). Wooden nocks can be installed as long as they are securely 

attached by drilling and lacing with string. 

iii. The head must be constructed in one of the following manners. 

Regardless of the construction method, the head must be firmly attached by the use 

of tape and/ or string. Marshals will check head attachment by pulling on them with 

a moderate level of force and twisting slightly. If the head shows signs of loosening, 

it fails inspection. 

1. Rubber Stopper ? A rubber stopper, size 6.5, is placed in the end of the tube 

such that it enters the tube at least .5 inch (12.7 mm) and is well attached. 

Resilient padding of at least .5 inch (12.7 mm) and at most 1.25 inch (31.8 mm), 

after taping, is then added on top of it. The head must also have a side-wrap of 

foam that extends from the tip of the padding to at least .5 inch (12.7 mm) over 

the rubber stopper to bring the total diameter of the head to at least 1.5 inch (3.8 

cm) after taping. 

2. Baldar Blunts ? Baldar blunts may be used by cutting the support fins away so 

that the blunt slides over the Siloflex and attaches securely. At least .5 inch (12.7 

mm) and at most 1.25 inch (31.8 mm) of resilient padding after taping must be 

added to the tip. The diameter of the foam after taping must be at least 1.5 inch 



(3.8 cm). Any classic style of Baldar Blunt can be used in this manner, whether 

1 or 2 piece mold or designed for fiberglass or wood. 

3. Tennis Ball ? A tennis ball is placed at the end of the tube and attached via 

tape and/or string. The ball shall not be perforated as this leads to it getting 

dirt/water inside of it. 

b. Tennis Balls 

i. Regulation tennis balls may be used as ammunition, as is, with the following 

restrictions. 

 

大型弾薬は、3つのスタイルのうちの 1つでなければなりません： 管状の、テニス・ボー

ルまたは Fellwalker。 

a.。 管状弾薬 

i.。 シャフトは、圧力評価で Siloflexから等価物を造られなければなりません 

100PSI以上、1.25インチ（31.8mm）の外の直径または 1インチ（25.4mm） 

内部の直径。 

ii。 尾は、少なくとも 1インチ（25.4mm）に賛成して団結するままにされなければなりま

せん。 カットはなされることができます 

必要に応じて、穴を穴をあけておいてはならない fletches をインストールするためにそれ

を越えて 

カットが広がらないようにする各々のカットの端。 1 ならば、尾は切り開かれることがで

きます 

インチ（25.4mm）または Siloflexのより長いセクションは、終わりに元通りに差し込まれ

て、ひもで縛られます 

適所に。 弓筈は最終段階に切られるかもしれないが、.5より少しも深くない場合がありま

す 

インチ（12.7mm）。 木の弓筈は、彼らが確実にそうであるのと同じくらい長くインストー

ルされることができます 

ストリングで穴あけとレースによって付けられます。 

iii。 頭は、以下の行儀の 1つにおいて造られなければなりません。 

工法に関係なく、頭は使用によってしっかりと付けられなければなりません 

テープ and/またはストリングの。 マーシャルが、彼らを引っ張ることによって、先頭の付

属品を照合します 

力とわずかにねじれること適度なレベル。 頭がゆるむ兆候を示すならば、 

それは、点検に落第します。 

1. ゴム栓？ ゴム栓（サイズ 6.5）は、チューブの端に置かれます 

それがチューブに少なくとも.5インチ（12.7mm）入って、よく付けられるようであるもの。 



少なくとも.5インチ（12.7mm）と多くても 1.25インチ（31.8mm）の強いパッド、 

テープに記録した後に、それからそれの上に加えられます。 頭が、横のラップも持ってい

なければなりません 

もう一度パッドの先端から少なくとも.5インチ（12.7mm）に及ぶ泡 

少なくとも 1.5インチに頭の総直径を持ってくるゴム栓（3.8 

cm) テープに記録した後に。 

2. バルダーは鈍ります？ バルダーは、鈍くしますそうサポートひれを切り離すことにより

用いられる場合がある 

率直なものは Siloflex をすべって行って、確実に付属するために。 少なくとも.5 インチ

（12.7 

mm) そして、テープに記録した後の強いパッドの 1.25インチ（31.8mm）はそうでなけれ

ばならない最大限で 

先端に加えられます。 テープに記録した後の泡の直径は、少なくとも 1.5インチでなけれ

ばなりません 

（3.8cm）。 バルダー・ブラントのどんなクラシック・スタイルでも、このように使われる

ことができます、どうか 

1または 2個は、かびるか、ファイバーグラスまたは木のために設計しました。 

3. テニスボール？ テニスボールはチューブの先に置かれて、付属されます 

テープやストリング。 これが得ることをそれに導いて、ボールは突き通されません 

それの中のほこり/水。 

b。 テニスボール 

i.。 正規のテニスボールが、現状のまま、以下で弾薬として使われることができます 

規制。 

 

1. Ball must weigh less than 3 ounces (85 grams). 

2. Ball must not be covered in tape and cannot be yellow. (Dyes or stains may be 

used to change the color) 
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c. Fellwalker Bolts 

i. The “Fellwalker design” is approved for crossbows only 

ii. The shaft is of solid fiberglass of between .25 inch (6.5 mm) and .375 (that is, 3/8) 

inch (9.5 mm) diameter. 

iii. The blunt is made from UHMW rod of at least 1.25 inches (31.8 mm) diameter 

with a hole drilled in it to accept the shaft. 

iv. The shaft hole must be at least 1 inch (25.4 mm) deep, and there must be at least 1 

inch (25.4 mm) of UHMW in front of the shaft. 



v. The striking surface must have at least 1 inch (25.4 mm) and at most 1.25 inches 

(31.8 mm) of resilient foam after taping and be at least the diameter of the blunt. 

vi. The head must have a side-wrap of foam that extends from the tip of the padding to 

at least .5 inch (12.7 mm) over the UHMW that brings the total diameter of the 

head to at least 1.5 inch (3.8 cm) after taping. 

vii. The tail end must have a disk of UHMW installed that is at least 1.25 inches (31.8 

mm) diameter, at least .5 inch (12.7 mm) thick, and drilled at least .25 inch (6.5 

mm) deep to accept the shaft. The leading edge of the blunt and all edges of the 

APD shall be rounded over. 

1. ボールは、3オンス未満（85グラム）の重さでなければなりません。 

2. ボールはテープでカバーされてはならなくて、黄色のはずがありません。 （染料または

汚れが、そうである場合があります 

色を変えるのに用いられます） 
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c。 Fellwalkerボルト 

i.。 「Fellwalkerデザイン」は、石弓のためにだけ承認されます 

ii。 シャフトは、.25 インチ（6.5mm）と.375（つまり、3/8）の間での固体ファイバーグ

ラスです 

インチ（9.5mm）直径。 

iii。 率直なものは、少なくとも 1.25インチ（31.8mm）の直径の UHMWロッドから作ら

れます 

シャフトを受け入れるためにそれの中で穴をあけて。 

iv。 シャフト穴は少なくとも 1 インチ（25.4mm）深くなければなりません、そして、少

なくとも 1つがなければなりません 

シャフトの前の UHMWのインチ（25.4mm）。 

v. 著しい表面は、少なくとも 1インチ（25.4mm）と多くても 1.25インチを持っていなけ

ればなりません 

（31.8mm）、テープに記録した後の強い泡の、そして、少なくとも率直なものの直径であ

ってください。 

vi。 頭は、それがパッドの先端から広げる泡の横のラップを持っていなければなりません 

少なくとも.5は、総直径を持ってくる UHMWの上に、少しずつ動きます（12.7mm） 

テープに記録した後の少なくとも 1.5インチ（3.8cm）への頭。 

vii。 最終段階は、インストールされる UHMW のディスクがとても少なくとも 1.25 イン

チであることを持っていなければなりません（31.8 

mm) 直径、厚さ少なくとも.5 インチ（12.7mm）と穴をあけられた少なくとも.25 インチ

（6.5 



mm) シャフトを受け入れるために深い。 率直なものの最先端は、本当にじりじり進みま

す 

APDは、もう一度丸くされます。 

 

VIII.SIEGE COMBAT 

A. General 

Siege engines or structures may be used in combat during melees and wars in 

accordance 

with the rules set forth in the Siege Engines Handbook. 

B. Munitions 

1. Siege-class munitions are denoted by being primarily yellow and include ballista bolts 

and rocks (1-pound [0.45 kg] foam or 4-tennis-ball clusters). 

2. Small-arms munitions include single tennis balls and tube shafted combat archery 

arrows and bolts. 

C. Blow Acknowledgment 

1. A blow from siege class ammunition to any legal target area shall be judged fatal or 

completely disabling. 

2. Blows from siege class ammunition to shields shall be judged fatal or completely 

disabling to the bearer of the shield unless otherwise specified by scenario rules. 

3. Hand-held weapons struck by siege class munitions shall be considered destroyed. 

4. Small-arms munitions fired from siege engines shall be treated as combat archery 

projectiles. 

5. Siege munitions are considered spent upon striking a target, the ground, or a 

battlefield 

structure. 

D. Destroying Siege Engines. 

1. Fighters shall stay clear of moving parts and, when possible, approach siege 

engines/structures from the side. 

2. Striking or thrusting siege engines/structures with hand-held weapons is strictly 

prohibited. 

3. Siege engines may be destroyed by placing a hand-held weapon on the 

engine/structure 

and declaring “this weapon is destroyed,” or by being struck by siege-class munitions 

from another siege engine. 

4. Siege engine crews are fully armored combatants and should be treated as would be 

any other fighter on the field. 
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5. If fighting occurs within 5 feet (1.524 m) of an engine that is cocked or loaded, a hold 

shall be called and the engine shall be declared destroyed and removed from the 

combat area and made safe. 

 

 

VIII.SIEGE戦 

A. 一般 

包囲エンジンまたは構造が、一致で乱闘と戦争の間に戦闘において使われることができま

す 

包囲エンジン・ハンドブックで規則を述べて。 

B. 軍用品 

1. 包囲-クラス軍用品は主に黄色であることによって意味されて、投石器ボルトを含みます 

そして、岩（1ポンド［0.45kg］の泡または 4-テニスボール集団）。 

2. 小銃軍用品は一つのテニスボールを含みます、そして、チューブはコンバットアーチェ

リーをさおで押しました 

矢とボルト。 

C. 風承認 

1. 包囲クラス弾薬からどんな法律目標エリアへの打撃は、致命的であると判断されます、

または、 

完全に働かなくすること。 

2. 包囲クラス弾薬からシールドへの打撃は致命的であると判断されます、または、了解 

シナリオ規則によって特に明記しない限りシールドの運び手に働かなくすること。 

3. 包囲クラス軍用品に打たれる手で持てるサイズの武器は、破壊されて考慮されます。 

4. 包囲エンジンから発射される小銃軍用品は、コンバットアーチェリーとみなされます 

発射体。 

5. 包囲軍用品は、目標、地面または戦場にぶつかると、即座に、費やされて考慮されます 

構造。 

D. 破壊包囲エンジン。 

1. ファイターは可動部分の近づかなくて、可能な場合、包囲に近づきます 

側からのエンジン/構造。 

2. 手で持てるサイズの武器付きのエンジン/構造が厳しくそうである包囲をぶつけるか、押

すこと 

禁止されます。 

3. 包囲エンジンは、手で持てるサイズの武器をエンジン/構造に置くことによって破壊され

ることができます 



そして、「この武器は破壊されます」と断言するか、そばに包囲-クラス軍用品に打たれるこ

と 

もう一つの包囲エンジンから。 

4. あるように、包囲エンジン作業員は完全に武装戦闘員で、扱われなければなりません 

フィールドの上の他のどのファイターも。 
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5. 戦いが上向きにされるか、ロードされるエンジンの 5フィート（1.524m）以内に起こる

ならば、把握 

呼ばれて、エンジンで破壊されて宣言される、そして、取り除く 

面積と戦って、安全になりました。 

 

 

MARSHALS’ SECTION 

IX. PROCEDURES FOR THE AUTHORIZATION OF MARSHALS 

A. General Requirements 

There are three near-equal priorities in marshaling; safety, fair witness, and 

showmanship. Overemphasizing any one of these at the expense of the others will tend 

to make the fighting less enjoyable for everyone (although, if you must go overboard on 

one, pick safety). 

1. A marshal may be authorized after demonstrating the ability to oversee combat, 

judge a fighter’s authorization, and inspect weapons and armor. 

2. Unless warranted or rostered by the Earl Marshal as an officer of the kingdom, a 

marshal may not be the marshal-in-charge (MIC) of an event or sign the paperwork 

to authorize fighters. 

3. Kingdoms may have other types of Marshals other than Authorized Marshals (local 

Knight Marshals, Constables, etc.) as they see fit. These individuals may be 

warranted or rostered by the Earl Marshal of the Kingdom. However, unless the 

marshal has undergone a Marshal’s Authorization, they shall not give final 

approval of the suitability of weapons or armor, or be involved in the authorization 

of combat participants. 

4. Only the Earl Marshal or designated Deputy Earl Marshal(s) may perform a 

Marshal’s Authorization. They must witness the authorization and execute the 

appropriate paperwork to ensure that the authorization is registered. At a minimum, 

a Marshal’s Authorization shall include the following: 

5. The candidate must have a good working knowledge of the Rules of the Lists, the 

Society Conventions of Combat, and any additional kingdom rules or conventions. 



a. The candidate must be willing to enforce the Rules of the Lists, the Society 

Conventions of Combat, and any additional kingdom rules or conventions. 

b. The candidate must have a good working knowledge of the Society minimum 

armor and weapons standards and any additional kingdom armor and 

weapons standards. 

c. The candidate must demonstrate the ability to conduct an inspection of armor 

and weapons for use in combat. 

d. The candidate must demonstrate the ability to conduct an inspection of 

combatants. 

e. The candidate must demonstrate the ability to safely control SCA combat, 

whether this is single combat, team combat, general melee, or part of a war 

environment. 

6. The term “Knight Marshal” applies to the marshal of a branch. This title of office is 

used regardless of whether the marshal is a belted fighter; in fact it is used whether 

or not the branch marshal is an authorized fighter. 

7. All warranted or rostered marshals shall be members of the Society for Creative 

Anachronism Inc. 

 

マーシャルのセクション 

IX。 マーシャル認可手続き 

A。 一般的な必要条件 

マーシャルには安全・公平な目撃・ショーマンシップの 3 つの要素があります。これらの

うちひとつでも強調しすぎると 

試合の面白みを欠けさせてしまうことにつながります 

1. マーシャルは、戦闘を監督する能力を示し、ファイターの認可を審査し、そして、武器

と鎧を確認してください。 

2. もし正当化されるか王国の役員の場合のように紋章院総裁によって名簿でなければ、 

マーシャルはイベントでのMICマーシャルあるいはファイターの許可に関する書類許可を

与えることはできません。 

3. 王国は、必要に応じて(ナイトマーシャル、巡査など）認可されたマーシャル以外の他に

もマーシャルえお置くことが許されます 

これらの人物はキングダムの紋章院総裁によって登録されている必要があり、鎧・武器の

最終承認を与えず、戦闘参加者の認可に関与するものではないとします。 

4. 紋章院総裁または Deputy Earl Marshal のみマーシャルの承認を行うことができます。

彼らは認証を目視し、適切な書類に寄って承認を行うひつようがあります。 

最低限で、マーシャルの認可は、以下を含みます： 



5. 候補は、ルールリストの実用的知識を持ち戦闘における協会協定、そして王国規則また

は慣例を知っている必要があります。 

a.。 候補は、候補は Society Conventions of Combatをふくむルールリストの執行を行い、 

その他王国規則または慣例に従う意図を持っていなければなりません。 

b。 候補は、協会が設けた鎧・武器基準、あるいは王国別に設けた最低限の基準にを熟知

している必要があります。 

c。 候補は、鎧および武器の点検において指揮する能力を示さなければなりません。 

d。 候補は、ファイターの点検において指揮する能力を示さなければなりません。 

e。 候補は、一騎討ち、チーム戦、メレーなどルールにかかわらず、問題なく SCA戦闘を

コントロールする能力を示さなければなりません、 

6. 「ナイトマーシャル」という言葉は、ブランチのマーシャルに適用されます。 この名は

マーシャルがベルト付きのファイターであるか否かを問わず、使われます 

この名称が使用されたからといってブランチマーシャルがファイターであるという照明に

はなりません。 

7. すべての正当化されたか名簿のマーシャルは SCAに認可されたメンバーです。 

 

 

X. PROCEDURES FOR MARSHALING WARS 

A. Before the War 

1. The general rules under which the war will be conducted, compromises between 

conflicting kingdoms’ standards, and the scenario limits for each planned battle 

shall be negotiated and agreed to in writing in advance by the authorized 

representatives of all belligerent groups involved. The rules and scenario limits 

shall be published in the appropriate newsletters. For inter-kingdom wars, notices 

shall be published according to SCA publication policy by the groups involved. 

This publication should take place at least thirty (30) days prior to the event. In 

addition, copies of all of the rules and agreements shall be available on-site, as a 

handout, for people who do not receive (or did not read) the newsletters. Armor and  
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weapons standards shall default to the established Society minimum standards 

unless otherwise specified in the event rules and scenario limits. 

2. Each side in a battle shall provide a reasonable number of trained and experienced 

marshals. If not enough marshals are available, the sides should arrange for a draft 

from their armies. 

3. All marshals should be separately briefed prior to the meetings of all participants. 

(They should also attend the group briefing.) Emphasis at this briefing should be on 



enforcing the rules and scenario limits for each battle and on preventing accidents 

that could arise from hazards related to the scenario limits and to the actual terrain. 

There should be an understanding among the marshals regarding the rules and 

scenario specifics and any possible safety issues that may arise. At inter-kingdom 

events the differences between the attending kingdoms should be discussed and 

compromises and clarity in the rules and scenarios regarding those differences 

should be worked out. 

4. All participants shall be gathered to hear the rules and the scenario limits explained 

to them. The event stewards and/or the marshals should answer their questions. If 

the scenario limits vary radically from battle to battle, this procedure should be 

repeated before each battle. 

5. Equipment inspection must take place before combat starts, with particular 

emphasis on any modifications that have been made in the process of making 

compromises between conflicting kingdom standards. 

 

X. 戦争のマーシャリングの方法 

A. 戦争の前に 

1. 戦争に適用される一般的な規則、王国間のルールの矛盾における調整、戦闘シナリオの

制限などは、認可された代表者によって前もって書面で同意され、関係者に発表されます。 

ルールとシナリオにおける制限は適切な発行物で通知されます。王国感の戦争は、SCA 出

版ポリシーにもとづきイベントより 30日前に発表されなければなりません。 

さらに、ルールや規約の写しは、当日までそれを目に通していない参加者のためにイベン

ト現地にて入手できる状態でなければなりません。 

鎧および武器標準は、指定がない場合協会最低限基準に等しいものとします。 

2.両陣営は訓練されて経験豊かなマーシャルを複数提供します。 

十分な人数のマーシャルが利用できないならば、両陣営からドラフトで担当者を選ばれな

ければなりません。 

3. すべてのマーシャルは、すべての参加者と立ち会うの前に、事前に個別ブリーフィング

を受けている必要があります 

（彼らは、グループブリーフィングにも出席しなければなりません。）、このブリーフィン

グでは戦闘におけるルールやシナリオ制限、また制限により発生しかねない 

身体あるいは開催地への事故や危険などを確認しなければなりません。また、マーシャル

感ではルールやシナリオの詳細、安全面での問題における共通認識があるべきです。 

王国間でのイベントでは、出席国家間の違いを事前に協議し、事前にシナリオやルールに

基づく両者の妥協点を決める必要があります。 

4. すべての参加者は、規則とシナリオ制限の説明を受ける必要があります。また、ここで



はイベント・スチュワードやマーシャルは、彼らの質問に答えなければなりません。 

万が一戦闘ごとに大きくルールが変わる場合、各戦闘毎に説明を行う必要があります。 

5. 戦闘が始まる前に、装備審査はおこなわなければなりません。ここでは製作中に起こっ

た妥協における改造についてそれが王国の定めた基準を満たしているか詳細な確認を行う

べきでしょう。 

 

B. Marshal of a War 

1. A supervising marshal (marshal in charge) shall be chosen for each war (and 

possibly for each battle, if the MIC for the war is fighting in the battles or 

otherwise prevented from being present). 

a. The marshal-in-charge shall be responsible for the activities of the marshals 

in his charge. 

b. The marshal-in-charge for a particular battle may not participate in the battle 

as a combatant. 

2. When “Hold!” is called, all fighting shall cease. 

a. Fighters shall drop to one knee (if possible) where they stand. 

b. Conversations relating to the conduct of the battle are not permitted between 

combatants. 

c. Changes of position/location are not permitted, unless ordered by a marshal. 

d. If movement away from a boundary of a hazard is necessary, the fighters 

shall maintain their relative positions and distances. 

e. To end a hold, the marshal-in-charge will call “All rise!” (or “Rise if you’re 

able” or some other equivalent statement). When the combatants have 

resumed their guard, the marshal-in-charge will call “Lay on!” to signal the 

resumption of the fight. 

3. “Hold!” will normally be called only for broken armor, lost tempers, injuries, safety 

concerns, outsiders wandering onto the field, fighters about to wander off it, or to 

enforce the rules and scenario limits. 

4. “Hold!” should not be called for dropped weapons, fighters who have slipped and 

fallen (unless they are in danger of injury), or the near approach of a fighter to a 

boundary where there are neither spectators nor any natural hazards, such as cliffs. 

5. Marshals have the preemptory authority to remove from combat and from the field 

any combatant who violates the rules or scenario limits or who performs any unsafe 

or dishonorable act. Such removal may be discussed during the battle only if the 

marshal permits it. The marshals’ ruling may be appealed to the Marshal in Charge. 

6. Marshals have the authority to regulate the movement of non-combatants on and 



near the field and to control the location of spectators. 
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7. Those marshals who are responsible for marshaling wars or large melees may use 

alternative means to signal “Hold” or “Lay on,” as long as all fighters and marshals 

know and understand the alternative signaling system. Marshals may use whistles, 

air horns, or other such devices. 

 

B. 戦争のマーシャル 

1. 監督しているマーシャル（担当しているマーシャル）は、戦争ごとに選挙されます 

(MICが戦闘に出ている場合、あるいは出席できない場合によっては毎回の戦闘ごとに選ば

れます）。 

a.。 管理のマーシャルは、その人の管理下にあるマーシャルの活動に対して責任がありま

す 

b。 指定された試合におけるMICは、その戦闘には参加できないものとみなします。 

2. 「HOLD！」コールがあり次第、すべての戦闘は中断されます。 

a.。 同時に、可能である場合ファイターは片膝立ちで待ちます。 

b。 ファイター同士による戦闘方法に関する会話は禁止されています。 

c。 マーシャルによって命じられない限り、位置/場所の変更は許されません。 

d。 危険線からの移動が必要な場合、ファイターはお互いの立ち位置・距離を保ったまま

安全な場所まで移動します。 

e。 ホールドを解除するには、MICによる「All Rise」あるいは「Rise if you're able」な

どの宣言が有り、戦闘準備が整ったことを確認した後に、 

MIC の「Lay on 」の宣言により試合が再開されます。 

3. 「HOLD！」は通常鎧が破損した場合、参加者が憤った場合、安全面での問題があった

場合、フィールド内に第三者が侵入した場合、フィールドからファイターがでそうになっ

た場合、ルールやシナリオ制限を適用する場合のみ宣言されます。 

4. 「HOLD！」は武器を落とした場合、ファイターが滑ってころんだ場合(負傷の危険性が

ない限り)、観客や崖などの自然の障害がない場合使用されるべきではありません。 

5. マーシャルは、ルールやシナリオ制限を違反、または危険・不名誉な行為を行うファイ

ターを場から除外する権限をもちます。 

これらの除外はマーシャルが許可する場合のみ戦闘中議論することができます。 

マーシャルの判断はMICへの上訴を行うことが出来ます、 

6. マーシャルは、フィールド内あるいは付近にいる非戦闘員の動きを管理する当局を持っ

ています 

7. 戦争あるいは大規模メレーを整理する役割のマーシャルは、参加者が既に通知されてい

る場合に限りホールドやレイオンを意味する別の方法(口笛、エアホーンなど)で合図を行う



ことができます。 

 

XI. MARSHALING REQUIREMENTS 

A. When combat archery is present on the field all marshals, heralds, etc. on the field 

must 

wear protective shatterproof eyewear, such as safety glasses meeting the ANSI Z 87.1 

standard or better. 

B. A buffer zone needs to be provided between the edges of the battlefield and spectators 

at 

all times. This needs to be increased when combat archery is included. The 

marshal-incharge 

must ensure that it is a safe distance (it should not be possible to hit a spectator, 

either with direct fire or with a bounced arrow), taking into account the type of scenario, 

to minimize the chances of deflected shots traveling into the spectators. Physical 

barriers 

may eliminate the need for a buffer zone or lessen the distance needed. 

 

XI。マーシャルの必要条件 

A. コンバットアーチェリーがフィールドに存在するとき、フィールドの上のすべてのマー

シャル、使者その他は 

必ず防護用アイウェア（例えば ANSI Z 87.1に会っている安全眼鏡）を着てください 

B. 戦闘フィールドと観客までの間には必ず余分にスペースを用意する必要があります。コ

ンバットアーチェリーを使用する場合は、この安全地帯はより大きく設ける必要がありま

す。 

MIC はこの安全地帯が十分な距離があることを確認する必要があります(フィールドない

から観客に攻撃が届かない、矢の直射・跳弾が届かない)。 

また、シナリオタイプを加味し、見物人に流れ弾が飛んでいかないよう最大限の注意を払

う必要があります。 

物理的な障害物を設置すると安全地帯を設ける必要が無い場合があります。 

 

 

XII. COMBAT INJURY PROCEDURES 

A. When an injury occurs on the field, it should always be remembered that the primary 

concern is getting to and assisting the injured party. Secondary to this objective, but no 

less important, is the safety of persons entering the field to help and the well-being of 

anyone already on the field. (For example, fighters standing around in armor in the sun 



could be subject to heat problems.) 

B. All injuries that require hospitalization or similar care, include a period of 

unconsciousness, or may require future medical care need to be reported to your 

Kingdom Earl Marshal within 24 hours of the incident. Include all available details in 

the report. 

C. In the event of an emergency, the marshals shall cooperate with any authorized 

persons 

responding to the emergency and keep the area clear of would-be spectators. 

D. In the event of any suspected injury on the field, the marshal shall halt all fighting in 

the 

area and determine the proper course of action. The hold may be a local hold as long as 

the safety of the injured person can be maintained. The overall situation should be 

assessed, and, as the injured party is tended to, every effort shall be made to release as 

much of the field as possible so that combat may proceed. 

E. If the injured person is conscious, they may be asked if they would like assistance. No 

conscious person will be forced to accept treatment without his or her consent. No 

noncombatant 

shall enter the combat area until summoned by a marshal. 

F. A marshal shall call for assistance if they suspect that a participant is experiencing 

more 

than momentary distress. It is an extremely serious matter to delay the application of 

first aid when it is needed, and marshals who ignore injuries may be subject to 

revocation of their authorization to supervise combat-related activities. 

G. No one may remove an injured fighter from the field without the consent of the event 

marshal-in-charge or an appointed deputy. 

H. Any immediate and significant problems associated with an injury on the field shall 

be 

reported to the kingdom Earl Marshal. 

 

XII. 戦闘における怪我対処 

A. 怪我人がフィールド内で生じた場合、負傷者への到達・救助を最優先事項としてくださ

い。 

第二の優先事項はフィールド内に侵入し救助を行う人、及びフィールド内に既に存在して

いる人の安全です。 

(例:炎天下で活動をするファイターは熱中症の可能性があります) 

B. 昏倒など入院などの処置を必要とするすべての怪我は発声より 24 時間以内にキングダ



ムの紋章院総裁に報告してください。 

報告には怪我に関する全ての情報をまとめて提出してください。 

C. 非常事態が生じた場合、マーシャルは認可されたいずれかの第三者と協力し対処を行い、 

野次馬が発生しないようにします。 

D. フィールド上でケガが生じたおそれがある場合、マーシャルはすべての戦闘行為を中止

し、適切な確認を行います。 

ここでの HOLD は、けが人の安全が保証される限り特定エリア内だけでの HOLD 宣言で

あってもよいものとします。 

状況を確認し、治療が行われる間、残りのエリアで戦闘が続行できるよう可能な限りエリ

アを開けるようにするべきでしょう。 

E. 怪我人に意識がある場合、援助が必要か確認することができます。相手の意志に反して

治療を無理やりウケさせることはできないものとします。 

マーシャルから召喚されないかぎり、非戦闘員がフィールド内に立ち入ることはできませ

ん。 

F. 参加者が受けている障害が一時的なものでない場合、マーシャルは援助を求める必要が

あります。必要な応急処置を遅らせることは深刻な問題となります。 

応急処置を直ちに行わないマーシャルは戦闘の監督権限の剥奪に繋がる場合があります。 

G. MIC あるいはその代理の指定がない場合、何人もフィールドから負傷したファイターを

取り除けないものとします。 

H. ケガに関する即時・重大な問題が発生した場合、直ちに王国紋章院総裁に報告されなけ

ればなりません。 

 

XIII.GUIDELINES FOR MARSHALING ON THE FIELD 

The guidelines outlined in this section are not rigid requirements, but are placed here in 

an 

attempt to help clarify and to provide examples of acceptable methods and procedures. 

A. Preparing to Marshal Combat Activities 

As marshal-in-charge, you are responsible for organizing the marshaling. This does not  
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mean that you have to do it all yourself. 

Things that need to be done prior to all combat activities: 

1. Check that the field can be safely fought upon, preferably before the site is reserved 

for the event. Can someone in armor, with restricted vision, cross it safely (i.e., 

without injury; simple tripping is an inherent hazard of combat in rough terrain)? 

At minimum, check at the beginning of the day to see if there are holes, soft spots, 

rocks, etc. If they are serious and cannot be worked around, move the fighting 



somewhere else. 

2. Arrange for equipment inspection. (See Equipment Inspection Guidelines below.) 

3. Arrange for marshals for all of the combat. That means an absolute minimum of 

one marshal per single combat (preferably two or three); enough marshals for 

group combat (melees and war battles) to both surround the fighting (to keep an 

eye on the boundaries) and keep most of the fights under general surveillance (for 

detached armor, broken weapons, etc.). It is relatively common for a marshal-incharge 

to draft anyone he or she feels is competent to serve as field marshals during 

an event. Whether these individuals are warranted marshals is a matter of kingdom 

choice. The advantage of being a warranted marshal is that you are an official of 

the Corporation, which gives you certain legal protection from lawsuits (if any) 

arising from your actions as a marshal. Since the Society and its officers have never 

faced a lawsuit over fighting on the field, this may not seem critical, but it is worth 

thinking about. If volunteers are in short supply, point out to the fighters that they 

do not get to start until sufficient marshals are available. 

4. When it is all over, write up a report on the event (see the Paperwork section under 

 

XIII. フィールドでのマーシャリングガイドライン 

このセクションで概説されるガイドラインは厳正な必須条件ではなく、 

あくまでも処置のための目安として設けられています。 

A. 戦闘の活動を整理する準備をすること 

管理のマーシャルとして、あなたは、整理することをまとめる役割を果たします。 これは、

そうしません 

マーシャルのハンドブック 

あなたが自分で全てやらなければならないことを意味してください。 

すべての戦闘の活動の前にされる必要があること： 

1. フィールドが問題なく戦われることができることを望ましくはサイトが確保される前に、

確認してください 

イベントのために。 鎧の誰かは、制限された展望で、問題なくそれを横切ることができま

す（すなわち、 

怪我なしで; 単純なつまずきは、起伏の多い地形での戦闘の固有の危険です）？ 

最低限で、穴（弱風域）があるかどうか見るために、日の初めにチェックしてください 

彼らがまじめで、まわりで働くことができなくて、戦いを動かすことができないならば岩

など 

どこかで他に。 

2. 装備査察を手配してください。 （装備査察ガイドラインを下で見てください。） 



3. 戦闘の全てのために、マーシャルの手配をしてください。 それが、絶対の最低限を意味

します 

一騎討ち（望ましくは 2または 3）につき 1人のマーシャル; 賛成に十分なマーシャル 

両方ともへのグループ戦闘（乱闘と戦争戦争）は、戦いを囲みます（もつ 

境界に対する視線）、そして、一般的な監視中で大部分の戦いを保ちます（賛成に 

分遣された鎧、壊れた武器など）。 それは、マーシャル-inchargeのために比較的一般的で

す 

フィールドが整列して、彼/彼女が感じる誰でも徴兵することはサーブする能力があります 

イベント。 これらの個人が正当化されたマーシャルであるかどうかは、王国の問題です 

選択の余地。 あなたが当局者であるために、正当化されたマーシャルであることの長所は

そうです 

社（それはあなたに訴訟（あるとしても）からの特定の法的保護をします） 

マーシャルとしてあなたの行動から生じること。 協会とその役員がこれまでそうしなかっ

たので、 

フィールドで戦って訴訟を直面して、これは重要なようでないことができます、しかし、

それは価値があります 

まわりに考え。 ボランティアが不足しているそれをファイターに強調する、彼ら 

十分なマーシャルが利用できるまで、始まるようにならないでください。 

4. すっかり終っているとき、イベントについてのレポートを作成してください（文書業務

部が下であるのを見ます 

 

 

VII. Chain of Command). 

B. Marshaling Single Combat 

1. At minimum, there should be one marshal for single combat. Two or three will be 

able to see more of the fight. Four or more will get in each other’s way and block 

the view from the sidelines without providing noticeably better marshaling. 

2. As noted earlier, marshaling has three parts of nearly equal importance: safety, fair 

witness, and showmanship. Excessive concern for any of these, to the neglect of the 

other two, will make fighting less enjoyable for all concerned. While these 

concerns apply to all marshaling, they are most detailed and balanced in single 

combat. 

3. Safety 

a. The field itself can cause safety problems. Before you begin, look over the 

area where the fighting will take place. Look particularly for large holes, soft 

spots, and rocks. (The fighters will generally accept small holes, rocks, etc. 



as part of the terrain.) Once the fight starts, try to keep it away from these 

areas. If the hazards are serious, move the fight.As the fighters come onto the 

field, take a quick look to see if they have their full armor, especially elbow, 

neck, and hand armor. These are the likeliest to be removed and then 

forgotten. This should not take any time at all; it is neither a full inspection 

nor an attempt to catch someone trying to play silly games with the rules? 

just a quick double-check to help someone who may have been distracted by 

the excitement of the day. 

b. Once the fight has started, watch particularly for broken armor, lost tempers, 

injuries, and unauthorized people/pets/objects on the field. (Outsiders, 

especially small children and pets, do not always realize that they are 

supposed to stay off of the field during combat.) If there is a problem, shout 

“Hold!”, several times if necessary. (Most fighters will hear and respond to a 

cry of “Hold!” even when they won’t notice their own names being called.) 

c. If the first cry of “Hold!” does not cause the fighters to stop, get in between 

the fighters (or between the fighters and whoever or whatever has wandered 

onto the field) and block the weapons with your staff until the fighting stops. 

Keep yelling “Hold!” while you do so that eventually they may notice. That  
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is one reason why marshals routinely carry staffs on the field. 

d. Bear in mind that the various kingdoms have somewhat differing traditions 

as to how much marshals should intrude into a fight. On one extreme, some 

kingdoms expect marshals to keep their opinions to themselves, except in the 

case of clear and immediate safety hazards. At the other extreme, some 

kingdoms expect marshals to volunteer advice any time they think the 

fighters might possibly have a question about a blow. If you are new to 

marshaling, or merely new to the kingdom you are in, try to find out where in 

this spectrum your kingdom lies. It will make a difference in how you act 

and, perhaps more importantly, it will make a major difference in what the 

fighters expect of you. Blatant violations of the rules and safety concerns 

should always be brought up either immediately if necessary for safety 

issues, or as there is a “hold” called for rules discussions that can wait until 

then. 

 

VII. 指揮系統）。 

B. 一騎討ちを整理すること 



1. 最低限で、1人のマーシャルが、一騎討ちのためにいなければなりません。 2または 3

は、あります 

戦いのより多くを見ることができる。 4つ以上は、互いの方法とブロックを入れます 

顕著によりよく整理することを提供することのないサイドラインからの眺め。 

2. 先に述べたように、整理することはほとんど等しい重要性の 3つの部分を持っています： 

安全、フェアに、 

証言とショーマンシップ。 これらのどれのためにでも過剰な懸念、軽視に 

他 2は、戦いを関係者全てのためにより楽しくしません。 これらの間、 

懸念は全く整理することにあてはまります、彼らはシングルで最も特派されて、バランス

が保たれます 

戦闘。 

3. 安全 

a.。 フィールドそのものは、安全問題を引き起こすことがありえます。 あなたの前に始ま

ること、見る 

戦いが起こる地域。 特に大きな穴（柔らかい）のための捜すこと 

点と岩。 （ファイターは、通常、小さいホール、岩その他を受け入れます。 

地形の一部として。） 試合が始まったら、それをこれらから遠ざけようとしてください 

地域。 危険が深刻であるならば、ファイターが来る fight.Asを動かす 

フィールド、彼らには完全な鎧（特に肘）があるかどうか見るために、速く見てください 

首と手鎧。 これらは、取り除かれて、当時であるために最もありそうです 

忘れられます。 これに、まったく少しの時間もかかってはいけません; それは、完全な点

検でもあります 

また、規則で愚かなゲームをしようとしている誰かを捕える試み？ 

気が散ったかもしれない誰かの役に立つただの速い再確認 

その日の興奮。 

b。 試合が始まったら、特に壊れた鎧（失われた気分）に気をつけてください 

怪我とフィールドの上の未許可の人々/ペット/物。 （部外者、 

特に小さな子供とペット、彼らがそうであると必ずしも理解しないでください 

戦闘の間、フィールドで離れているままでいると思われます。） 問題があるならば、叫ん

でください 

数回必要に応じて、「保ってください！」。 （大部分のファイターは聞いて、応えます 

彼らが彼ら自身の名前が呼ばれているのに気がつかないときでも、「保ってください！」こ

と泣いてください。） 

c。 「保ってください！」産声がファイターに止まらせないならば、間に得てください 

ファイターは（またはファイターの間で、そして、人は誰その他ぶらつく 

フィールドの上へ）、そして、戦いが止まるまで、あなたのスタッフと武器をブロックして



ください。 

結局彼らが気づくかもしれないようにあなたがする間、「保ってください！」と叫び続けて

ください。 それ 

マーシャルのハンドブック 

マーシャルが通常フィールドでスタッフを運ぶ 1つの理由です。 

d。 いろいろな王国にはいくらか異なっている伝統があることを心に留めておいてくださ

い 

マーシャルがいくらを戦いに押し入れなければならないか。 極端な 1つの上で、いくつか 

王国は、マーシャルが彼らの意見を独り占めするのを予想します、を除いて 

はっきりして差し迫った安全危険のケース。 他の極端（いくつか）で 

王国は、マーシャルがいつでも彼らが考えるというアドバイスを進んで与えるのを予想し

ます 

ファイターは、打撃についての質問をおそらくすることができます。 あなたが新しいなら

ば、 

あるいは、単にあなたがいる王国にとって新しいだけで、中でどこでか知るためにトライ

を整理すること 

あなたの王国が嘘をつくこのスペクトル。 それは、あなたが行動する方法で違いを生じま

す 

そして、より重要なことに仮定、それによって大きな中で差が生じます何 

ファイターは、あなたの期待します。 規則と安全懸念の露骨な違反 

常にすぐ安全の必要があるときはどちらとしてでも育てられなければなりません 

問題、またはそれが待つことができる規則議論のために指令される「把握」があって、 

それから。 

 

4. Witness 

a. You are expected to be an impartial witness to exactly what happens during a 

fight. Ideally, you should be able to describe the last 3?4 blows on your side 

of the fight: where they started, their angle of approach, how they were 

blocked or where they landed. Do not be afraid to say, “I don’t know” if you 

were looking at one part of the fight when something (allegedly) happened in 

another part. 

b. Do not try to impose your view unless you see what appears to be major and 

repeated problems. Leave the blow counting to the participants unless you 

see clear reason to intervene; usually, they have a much clearer perspective 

than the marshals do. 

c. If the fighters do ask you what happened (or you feel compelled to 



volunteer), try to do so tactfully. Prefacing your statements with “It looked to 

me like...”, “It appeared...”, or “to the crowd it looked like...” is preferable to 

a dogmatic assertion of what happened. Similarly, it is preferable to ask 

“Was that dent in your helm before?” rather than saying, “That blow put a 6- 

inch dent in the side of your helm.” The latter may be 100% accurate, but it 

is unnecessarily antagonistic to someone who may honestly have thought the 

blow too light. 

5. How to observe combat 

a. In order to be able to answer as accurately as possible, you need as clear a 

view as possible. This means being close to the fight. You need to strike a 

balance between getting closer to see better and staying back out of range of 

the blows. Just what the appropriate distance is for you will depend on your 

level of experience with fighting (e.g., how well you can judge what the range 

of the weapons is and whether you are in or near it). In general, for single 

combat, 20 yards is too far and 2 yards is too close. In the absence of a better 

idea, consider 5 yards for weapons less than 3feet in length and 8 yards if 

either combatant has a longer weapon. Try to keep moving so that the 

combatants are roughly centered between you and the other marshals for the 

fight. 

6. Showmanship 

a. Keep an eye on the audience. SCA combat is a spectator sport, just as 

medieval tournaments were. Your part of the show is to keep things moving 

and avoid blocking the view from the sidelines except where unavoidable. 

This means fast pre-fight checks and announcements, a minimum of holds 

and discussions during the fight, and a strenuous effort to stay out of the way 

and keep moving. (If it’s cold, wear several layers of clothing and move even 

more; one person in a cloak can interfere with the view of many). 

C. Marshaling Melees 

1. When marshaling a melee, the witness function is necessarily relegated to a very 

low priority. (It is not unimportant, but it is impossible for a handful of marshals to 

be accurate witnesses to the details of a couple of dozen separate combats.) 

2. You should have a minimum of 3 marshals for the first 20 fighters, plus one 

additional marshal for each 15 fighters up to a total of 500 fighters and 35 marshals. 

If you have more than 500 fighters (realistically, even if you have more than 50 

fighters), you should have an experienced Marshal in Charge and a sizable number 

of experienced marshals. It is preferable to have more marshals for free-for-all 



melees. 

3. Marshals should station themselves around the edges of the fight. This allows them 

to control the borders while keeping as much of the fighting as possible in view. It 

also prevents fighters from running into them from behind. As always, keep moving 

and stay close enough to spot safety problems. 

4. In very large melees, it may be desirable to have some marshals in the middle of the 

field, in addition to those around the edge. If you are mid-field, be careful that you 

do not get so interested in the fight in front of you. 

 

4. 証言 

a.。 あなたは、正確に起こることへの公平な目撃者であることになっていますの間、 

戦い。 あなたの側で、理想的に、あなたは最後 3を解説することができるはずです？4打

撃 

戦いの： 彼らが出発した所で、アプローチ（彼らはいました）の彼らの角度 

ふさぎます、または、彼らが着陸したところ。 あなたならば、まあ「私は、知りません」

こと、恐れないでください 

戦いの 1 つの部分で、何（伝えられるところでは）かがいつで起こるかについて見てみて

いました 

もう一つの部分。 

b。 あなたが何が長調であるように見えるかについて見ない限り、あなたの意見を押しつ

けようとしません、そして、 

繰り返された問題。 もしあなたでなければ、打撃を参加者に重要になっているままにして

おいてください 

介入するはっきりした理由を見てください; 通常、彼らには非常によりはっきりした展望が

あります 

マーシャルがそうするより。 

c。 ファイターがするならば、何があったかについて、あなたに尋ねてください（または、

あなたは強要されると感じます 

ボランティア） 巧妙にそうしようとしてください。 あなたの声明を始めます「それは見

ました 

私は好きである ... 「「それは現れました ... 「または「それが見えた群衆に ... 「好まし

いです 

起こったことの独断的な断定。 同様に、尋ねることが、好ましいです 

格言（「その打撃は、6 を置きました-」）より、むしろ「そのへこみは、前にあなたのヘル

ムでしたか？」 

あなたのヘルムの側に、へこみを少しずつ動かしてください。」、それ以外の、後者が 100%



正確である場合があります 

正直に考えたかもしれない誰かに、必要以上に敵対的である 

あまりに小さい風。 

5. 戦闘を観察する方法 

a.。 中で、はっきりしたように、できるだけ正確に答えることができるために注文して、

あなたの必要性、 

できるだけ視界。 これは、戦いの近くにあることを意味します。 あなたは、襲う必要が

あります 

範囲外により良くて滞在背中を見るクローザーをつかまえることとのバランス 

打撃。 ちょうど適切な距離があなたのためにあることは、依存しますあなた 

戦いに接した経験のレベル（例えば、あなたは、範囲がどれくらいかについて、どの程度

判断することができますか 

武器の、そして、あなたがそれの中に、または、それの近くにいるどうか）。 シングルの

ために、将軍で 

戦闘、20ヤードはあまりに遠いです、そして、2ヤードはあまりに間近です。 よりよいも

のがない場合 

考え、長さ 3フィートと 8ヤードのもしもより少ない武器のために、5ヤードを考慮してく

ださい 

どちらの戦闘員でも、より長い武器を持っています。 そうそれを動かし続けることをする 

戦闘員は、あなたと他の間にマーシャルをざっと中心におかれます 

戦い。 

6. ショーマンシップ 

a.。 観衆から目を離さなくしてください。 SCA戦闘は、見るスポーツです、 

中世のトーナメントはそうでした。 ショーのあなたの部分は、ものを動かせ続けることで

す 

そして、避けられない場合を除き、サイドラインからの眺めを遮ることを避けてください。 

これは、速いプレ戦いチェックと発表（把握の最小限）を意味します 

そして、戦いの間の議論とじゃまにならない所にとどまる懸命な努力 

そして、動き続けてください。 （寒いならば、いくつかの層の衣類と動きを公平にしてお

いてください 

より多く; 外套を着た 1人の人は、多くの見方に干渉することができます）。 

C. 乱闘を整理すること 

1. 乱闘を整理するとき、目撃者機能は、必然的に追いやられます非常に 

低いプライオリティー。 （それは重要です、しかし、それは少数のマーシャルにとって不

可能です 

2ダースの別々の戦闘の詳細への正確な目撃者であってください。） 



2. 1をプラスして、あなたには最初の 20人のファイターのために最低 3人のマーシャルが

いなければなりません 

合計 500人のファイターと 35人のマーシャルまでの各々の 15人のファイターのためのさ

らなるマーシャル。 

あなたならば、500人以上のファイターを持っていてください（実際には、これについては、

あなたが 50以上を持っている場合でも同様とする 

ファイター） あなたには、管理とかなり大きな数で経験豊かなマーシャルがいなければな

りません 

経験豊かなマーシャルの。 それは自由参加のためにより多くのマーシャルを持っています

よりもましだ。 

乱闘。 

3. マーシャルは、戦いのエッジのまわりで、立たなければなりません。 これは、彼らを許

します 

考慮にできるだけ多くのものを保っている間境界をコントロールすること。 それ 

ファイターも後ろから彼らに出会うのを防ぎます。 いつものように、動き続けてください 

そして、安全問題を見つけるのに十分近い滞在。 

4. 非常に大規模な乱闘で、一部のマーシャルを持っていることが望ましいです 

フィールド（端のあたりのそれらに加えて）。 あなたがミッドフィールドであるならば、

慎重なそのあなた 

あなたの前で戦いにそれほど興味を持っているようにならないでください。 

 

XIV. COMBAT AUTHORIZATION PROCEDURES 

A. This example of an authorization is for an armored combat fighter. This procedure 

may 

be used as-is by a kingdom, or it may be modified as required to reflect differences in 

culture and convention. This authorization procedure requires that a member of the 

Chivalry (to act as a witness and provide a second opinion), a warranted authorized 

marshal, and an experienced authorized fighter be present. This outline is general and 

does not deal with the specifics of armor and weapons rules, since these rules may vary. 

Warranted authorized marshals will be trained in the specifics as they change. 

1. If the fighter does not have proof of a signed waiver (for example, a signed blue 

membership card) prior to the authorization, the candidate and the authorizing 

marshal will properly complete a waiver (SCA, Inc. form titled CONSENT TO 

PARTICIPATE AND RELASE LIABILITY). 

2. The persons conducting the authorization must verify that the candidate is familiar 

with the Rules of the List and the current rules that specifically govern the 



Kingdom of residence. 

3. The candidate must present themselves on the field in armor for inspection. The 

armor must be inspected on the body and must pass the current armor requirements 

for combat. This inspection shall be complete and exacting, and any deficiencies 

must be permanently corrected before the person may authorize. 

4. Both the experienced authorized fighter and the candidate shall be armed with 

sword and shield or the weapon in which the candidate seeks authorization, if the 

kingdom requires separate weapon authorization. (The Earl Marshal may permit a 

substitute weapons system.) 

5. For the first few minutes of the bout for authorization, the prospective fighter and 

the authorized fighter shall fight at 1/2 to 3/4 speed and verbally acknowledge all 

blows landed. During this phase of the authorization, the marshal and the member 

of the Chivalry should get an impression of the new fighter’s style, technique, 

ability to call blows, and ability to defend themselves. If this portion of the 

authorization is not satisfactorily completed, the authorization procedure shall be 

stopped. The candidate shall be told of the problems observed and instructed as to 

how to correct the problems. 

6. If the first portion of the bout has progressed satisfactorily, then the combatants will 

be told to fight in list-type combat, counting blows until one is defeated. During this 

phase, the marshal and member of the Chivalry should observe the new fighter’s 

control, reaction to blows, and ability to cope with pressure. 

 

XIV. 戦闘の認可手順 

A. 認可のこの例は、武装戦闘のファイターのためです。 この手順はそうすることができ

ます 

現状のままで王国によって使われてください、さもなければ、違いを中で反映することは

必要に応じて修正されることができます 

文化と慣例。 この認可手順は、それを必要としますメンバー 

騎士道的態度（目撃者の働きをして、別の意見を提供するために）は、正当化された認可

する 

マーシャルと経験豊かな許可されたファイターは、います。 この概略は一般的です、そし

て、 

これらの規則が変化するかもしれない時から、鎧と武器規則の詳細に対処しません。 

彼らが変わって、正当化された許可されたマーシャルは詳細で訓練されます。 

1. ファイターがするならば、署名された放棄の証明を持っていないでください（たとえば、

署名された青 



会員カード）認可、候補と、認可すること前に 

マーシャルは、放棄をきちんと完了します（CONSENT TOというタイトルの SCA社の形

態 

参加して、責任に再レーザー光線を当ててください）。 

2. 認可を運営している人は、候補がよく知られていることを確かめなければなりません 

特に支配するリストと現在の規則の原則で 

居住王国。 

3. 候補は、点検のためにフィールドで鎧で振舞わなければなりません。 

鎧は体の上で閲兵されなければならなくて、現在の鎧条件を認めなければなりません 

戦闘のために。 この点検は終了していて、強要することとどんな不足でもす 

人が認めるかもしれない前に、永久に修正されなければなりません。 

4. 経験豊かな許可されたファイターと候補は、武装されます 

候補が認可を求める剣とシールドまたは武器、 

王国は、別々の武器認可を必要とします。 （紋章院総裁は、許可することができます 

代替兵器システム。） 

5. 認可のための期間の最初の数分のために、将来のファイター、そして、 

許可されたファイターは 1/2～3/4速で戦って、言葉ですべてを認めます 

打撃は着陸しました。 認可、マーシャルとメンバーのこの時期の間、 

騎士道的態度の、新しいファイターのスタイル（テクニック）についての印象を得なけれ

ばなりません 

打撃を指令する能力と身を守る能力。 この部分 

認可は、満足に完了しません（手順がそうである認可） 

止められます。 候補は、観察されて、指導される問題について話されます 

どのように、問題を修正するために。 

6. 期間の最初の部分が満足に進歩したならば、戦闘員はそうします 

リスト・タイプ戦闘において戦うよう命じられてください、1時まで打撃を数えることは破

られます。 これの間、 

騎士道的態度の段階、マーシャルとメンバーは、新しいファイターのものを観察しなけれ

ばなりません 

支配、打撃に対する反応と圧力に対処する能力。 

 

7. The marshal, the member of the Chivalry, and the authorized fighter shall confer to  
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decide if the new fighter exhibits adequate performance in the minimum criteria for 

authorization listed below: 

a. Does the candidate know and apply the Rules of the Lists and the 



Conventions of Combat? 

b. Does the candidate exhibit safe behavior on the field, for both self and 

others? 

c. How does the candidate react to pressure? Does he or she fight back or 

become disoriented and confused? 

d. Can the candidate defend him or herself? 

e. Is the authorizing fighter able to feel and judge blows, both those received 

and those thrown? 

8. If the marshal, member of the Chivalry, and authorized fighter agree that the 

candidate meets these requirements, the marshal will notify the fighter that they are 

now authorized. The fighter and marshal will properly complete any paperwork 

required by the kingdom in addition to the previously completed Waiver for SCA 

Combat-Related Activities. 

9. The fighter will send these properly completed forms to the kingdom official 

responsible for issuing authorization cards. Upon receipt of these properly 

completed forms, an authorization card will be issued. The fighter shall be issued a 

temporary card or keep a copy of the authorization form and waiver if he or she 

intends to fight prior to receiving the authorization card. The card should be 

received within one month. If the card is not received, the fighter should contact the 

authorization official and forward any information or paperwork required. 

XV. EQUIPMENT INSPECTION GUIDELINES 

 

7. マーシャル、騎士道的態度のメンバーと許可されたファイターは、相談します 

マーシャルのハンドブック 

新しいファイターが最小限の基準で十分なパフォーマンスを示すならば、決めてください 

下記の認可： 

a.。 候補が、ルールリストを知っていて、そして、適用する、そして、 

戦闘の慣例？ 

b。 候補が、フィールドの上の安全なふるまいを示す、両方の自身がある、そして、 

他？ 

c。 どのように、候補は圧力に反応しますか？ 彼/彼女が反撃する、または、 

方向感覚を失って、混乱してなられます？ 

d。 候補は、彼か身を守ることができますか？ 

e。 認可しているファイターは、打撃（両方とも受け取られるそれら）を感じて、審査す

ることができます 

そして、放り投げられるそれら？ 



8. マーシャル（騎士道的態度のメンバー）である、そして、ファイターが同意すると認め

ました、その 

候補は、これらの必要条件を満たすと、マーシャルは彼らがそうであるファイターに通知

します 

現在、認可されます。 ファイターとマーシャルは、どんな文書業務でもきちんと完了しま

す 

SCAのために前に完了された放棄に加えて王国によって必要とされます 

戦闘関連の活動。 

9. ファイターは、王国当局者にこれらのきちんと記入された形を送ります 

認可カードを発行する役割を果たす。 きちんとこれらの受領と同時に 

記入された形、カードが支給される認可。 ファイターは出されます 

認可用紙と放棄の部、彼/彼女ならば一時的なカードまたは砦 

認可カードを受け取る前に戦うつもりです。 カードはなければなりません 

1 ヵ月以内に受け取られます。 カードが受領されないならば、戦闘機は接触しなければな

りません 

認可当局者と前方へどんな情報または文書業務でも、要求しました。 

XV. 装備査察ガイドライン 

 

A. General Information 

1. At each event, the marshal-in-charge must arrange for the inspection of all 

equipment to be used in combat (e.g., armor and weapons). This in no way relieves 

the individual combatants of their responsibility for following the equipment 

standards. Ultimately, the fighter is responsible for the condition and safety of their 

armor and weapons at all times. This includes periods between bouts, between 

battles, and day to day periods between battles at a multi-day event. However, the 

marshal’s inspection is intended to provide a second pair of experienced eyes and 

an outside point of view. A reminder: Equipment that was perfectly serviceable at 

the beginning of the previous event could have broken since, and even the most 

experienced fighter can occasionally forget some piece of armor. The inspection 

outlined below is merely an example. For purposes of illustration, the inspection 

described is for regular SCA combat without missile weapons. It does not 

necessarily include checks for additional requirements that your kingdom may have 

added. A checklist might be helpful as you do the inspection until you have done so 

many that it becomes second nature. (As noted in the section on marshaling combat, 

a quick visual check of the combatants just before the start of a bout or battle is also 

a good idea.) All of this is based on the equipment standards given in the Appendix. 



You should be familiar with them, as well as with any other requirements that your 

kingdom may have instituted. The fact that one of the requirements is not 

mentioned on this checklist does not mean that you should not notice if it has not 

been met. 

 

A. 一般の情報 

1. 各々のイベントで、管理のマーシャルは、すべての点検を手配しなければなりません 

戦闘（例えば、鎧と武器）において使われる器材。 これは、いかなる場合も救援しません 

器材に続くことに対する彼らの責任の個々の戦闘員 

標準。 最後に、ファイターは状態と安全に対して責任がありますの彼ら 

いつでも鎧と武器。 間に、これは期間の間の期間を含みます 

戦いとマルチ日イベントの戦いの間の日期間までの日。 しかし、 

マーシャルの点検は、1対の第 2の経験豊かな目を提供することを目的とします、そして、 

外側の見解。 思い出させるもの： それが完全に役に立った器材 

前のイベントの始まりは、その後、そして、最もさえ壊れることができました 

経験豊かなファイターは、数の鎧を時折忘れることができます。 点検 

単に例だけは、下で概説されます。 説明（点検）のために 

ミサイル武器のない戦闘は、普通の SCAのために記述されます。 それは、そうしません 

必然的に、あなたの王国にはあるかもしれない更なる必要条件のために、チェックを含め

てください 

加えられます。 あなたがそうするまであなたが点検をして、チェックリストは役に立つこ

とができます 

それが第二の天性になる多く。 （戦闘を整理することに関するセクションにみられるよう

に、 

ちょうど期間または戦いの始まりの前の戦闘員の速い視覚のチェックは、また、あります 

良い考え。） これの全ては、付録で与えられる器材標準に基づきます。 

あなたは、彼らと、ならびに他のどの必要条件でもよく知っているはずですそのあなた 

王国は、開始したことができます。 必要条件のあれがそうでないという事実 

これの上で、チェックリストがそれがそうしなかったならば、あなたが気づくべきでない

ことを意味しないと言いました 

会います。 

 

2. Armor inspection must be done with all of the armor on the body of the fighter who 

is going to wear it. It is not otherwise possible to get an accurate idea of what is 

covered and what is not, of where gaps may occur as the combatant moves. In 

weapon inspections, the primary test is safety. If you, as a marshal, do not believe 



that the weapon is safe (i.e., if you would not be willing to face it), do not let it be 

used on the field. When in doubt, ask the prospective user if he or she would be 

willing to fight against the weapon. If not, it should not be used regardless of 

whether it meets all other requirements. Before you start, remind yourself that 

armor is hot, not to mention heavy. If the weather is hot, try to find some shade in 

which to hold the inspection or, at least, for the fighters to stand in while waiting to  
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be inspected. (Similar reasoning applies in case of rain, freezing cold, or other 

inclement weather. Just because it is possible to fight does not mean that it is 

pleasant or desirable to stand around in armor.) 

B. Sample Armor Inspection 

See Section VI, “Armor Requirements” above for Society minimum standards. 

1. Leg Armor: Check that the front and sides of the knee are covered. Have the fighter 

flex their knees (either a deep knee bend or one knee at a time) and see that the 

knee remains covered and that the articulation (if any) does not gap. Check for 

sharp edges, broken or missing rivets, or other signs that the equipment is falling 

apart. 

2. Groin: ASK the fighter if they have remembered their cup or groin protection. Do 

NOT attempt to check for it physically. 

3. Kidneys: Check for kidney armor. (Kidneys are located in the back, at the bottom 

of the ribs, but the armor should also extend around to the sides.) 

4. Elbows: Check that the point and sides of each elbow are covered. Have the fighter 

flex their elbows and see that the elbow remains covered and that the articulation (if 

any) does not gap. Check for sharp edges, broken or missing rivets, or other signs 

that the equipment is faulty. 

5. Hands and Wrists: Check the gauntlet and/or basket hilt. Look to see whether the 

gauntlet will pinch the hand if it is hit. Check for sharp edges, broken or missing 

rivets, or other signs that the equipment is faulty. 

6. Neck and Head: 

a. Check that the neck, larynx, and cervical vertebrae are covered. 

b. Check the face plate and eye slots, both for the size of openings (a 1 (one)- inch dowel 

is a quick way to check and hard to argue with) and to be sure 

that it is firmly secured. 

c. Put your hand on the front of the helm, and have the fighter push against it. 

See that their face does not hit the faceplate. (A gentle touch of the tip of the 

nose at maximum pressure may not be desirable, but is not necessarily 



grounds for rejecting the helm.) Repeat with the sides and back of the helm. 

d. Have the fighter turn their head toward their shield side. See that the neck is 

still not exposed. 

e. Have the fighter tilt their chin up as far as possible and check the neck again 

(this is intended to simulate the position they might be in if they had just 

taken a blow high up on the front of the helm). If you can reach in (with your 

fist, or the dowel that you used to check the face openings) and touch bare 

throat, the problem should be repaired before the fighting starts. 

f. Have the fighter move their chin down as far as possible and repeat for the 

back of the neck. 

g. Lift gently on the front of the faceplate to make sure that the helm does not 

rotate easily to expose the face or throat. 

h. After making sure that the fighter does not have their tongue between their 

teeth, test the chinstrap (or equivalent) by lifting up sharply on both sides of 

the helm. It should not rise up so far as to expose the head or neck. 

i. Check for sharp edges, broken or missing rivets, or other signs that the 

equipment is faulty. 

 

2. 鎧検査は、ファイターの身体の上で、鎧の全てで、誰をされなければなりませんか 

それを着そうです。 さもなければ、何がそうであるかという正確な考えを得ることが、で

きません 

カバーします、そして、戦闘員が動いて、隙間が起こる場合があるところの、何がそうで

ありませんか。 中で 

武器査察、主要なテストは、安全です。 あなたが、マーシャルとして、信じないならば、 

武器が安全である（すなわち、あなたがそれに向かう気がないだろうならば）ために、そ

れをあるようにしないでください 

フィールドで使われます。 不確かなとき、彼/彼女がいるかどうか、将来のユーザーに尋ね

てください 

武器と戦う気持ちがある。 そうでないなら、それが気にせずに使われてはいけませんの 

それが他の全ての必要条件を満たすかどうかにかかわらず。 あなたが出発する前に、自分

でそれに思い出させてください 

重いのは言うまでもなく、鎧は熱いです。 天気が暑いならば、若干の陰を中で見つけよう

としてください 

待つことがそうする間、点検をどれにするべきであるか、少なくとも、ファイターに味方

するべきですか 
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調べられてください。 （類似した推理は、雨、凍るような寒さ、か何かの場合にはあては

まります 

悪天候。 それが可能であるから、戦うことはそれがそうであることを意味しません 

楽しいか鎧で突っ立っているために望ましい。） 

B. サンプル鎧検査 

第 VI節（協会最低限標準のために上の「鎧条件」）を見てください。 

1. 足鎧： ひざの正面と側がおおわれることを確認してください。 ファイターを持ってい

てください 

彼らのひざ（深いひざ曲がり角か片ひざ一度に）を曲げる、そして、見てください、その 

残りがカバーした、そして、発音（あるとしても）がすき間を作らないひざ。 調べてくだ

さい 

鋭い端、壊れたかなくなったリベットまたは器材が落している他のサイン 

離れて。 

2. 鼠径部： 彼らがカップまたは鼠径部保護を覚えていたならば、ASKはファイターです。 

してください 

身体的にそれについて調べようとしないでください。 

3. 腎臓： 腎臓鎧について調べてください。 （底で、腎臓は後ろに位置します 

肋骨のうち、しかし、鎧は側にもまわりで広がらなければなりません。） 

4. 肘： 点と各々の肘の側がおおわれることを確認してください。 ファイターを持ってい

てください 

彼らの肘を曲げて、肘残りがまったく発音をカバーしたことを確かめてください（もしも 

何でも） 隙間をしません。 鋭い端、壊れたかなくなったリベットまたは他のサインのた

めのチェック 

器材が不完全であるために。 

5. 手と手首： 長手袋やかご柄をチェックしてください。 見ることを見えるどうか 

それが打たれるならば、長手袋は手をつねります。 鋭い端（壊れているか、失敗している）

のためのチェック 

リベットまたは器材が不完全であるという他の徴候。 

6. 首と頭： 

a.。 首、喉頭と頸椎がカバーされることを確認してください。 

b。 フェイスプレートと目スロットをチェックします、開始のサイズのために両方（1（人）

－インチ・ダウエルは、チェックして、激しく口論する速い方法です）、そして、確かです 

それがしっかりと確保されるために。 

c。 あなたの手をヘルムの正面に置いてください、そして、ファイターにそれを押させてく

ださい。 

彼らの顔がフェイスプレートを打たないことを確かめてください。 （先端の穏やかなタッ



チの 

最大の圧力の鼻は望ましくない場合があります、必ずしもそうであるというわけではあり

ません 

ヘルムを拒絶するだけの根拠。） 側で、そして、ヘルムの後ろに繰り返してください。 

d。 ファイターに彼らの頭を彼らのシールド側に向けさせてください。 首がそうであるこ

とを確かめてください 

しかし、露出しません。 

e。 ファイターにできるだけ遠くに彼らのあごを上に傾けて、もう一度首をチェックさせ

てください 

（彼らが正当にするならば、これが、彼らがいるかもしれない位置をシミュレーションす

ることを目的とします 

ヘルムの正面のかなり高い所で、打撃を持っていかれます）。 あなたが、手を伸ばすこと

ができるどうか（であなた 

拳またはあなたが顔開始をチェックしたものであるダウエル）、そして、裸の感じがします 

のど、戦いが始まる前に、問題は修繕されなければなりません。 

f。 ファイターをできるだけ遠くに彼らのあごを動かして、それのために繰り返する 

首の後ろに。 

g。 ヘルムがそうしないことを確認するために、フェイスプレートの正面で、穏やかに上

がってください 

顔またはのどを露出させるために、簡単に回転してください。 

h。 確かにファイターが彼らの舌がない製作の後彼ら 

歯、両側で鋭く持ち上げることによって、顎紐（または等しい）をテストしてください 

ヘルム。 それは、頭または首を露出させるほど遠く上がってはいけません。 

i.。 鋭い端のためのチェック、壊れたかなくなったリベットまたは他は、それに署名しま

す 

器材は不完全です。 

 

7. Shield: Check the rim for exposed sharp edges. (For this purpose, a 90-degree angle 

is a sharp edge.) Check the rest of the shield for sharp edges, broken or missing 

rivets, or other signs that it is faulty. 

C. Sample Weapon Inspection 

See Section VII, “Weapons Standards” above for Society minimum standards. 
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1. Swords: 

a. Check that they meet the minimum diameter (1.25 inch [31.8mm]). A 1.25 

inch (31.8mm) marshaling gauge will speed this up enormously. 



b. Check that the ends are taped and that there are no exposed cuts in the rattan. 

c. Check the quillions or basket hilts for sharp edges, broken or missing rivets, 

or other signs that they are coming apart. 

d. Check the wrist strap or other means of keeping the sword from flying away. 

2. Thrusting Tips: Check that they have the minimum cross section. Push on the end 

to verify the required amount of resilient give. Check that it the tip is constructed in 

such a manner that it cannot be forced more than .5 inch (12.7 mm) into a legal 

faceguard. 

3. Mass Weapons: Check the padding for give. Check the wrist strap (single-handed 

mass weapons only). Consider the total mass of the weapon. 

4. Pole Weapons: Check the thrusting tip, if any. Check the padding for give. 

Consider the total mass of the weapon. Check that the weapon meets the relevant 

length restrictions. 

D. Sample Combat Archery Inspection 

1. Bow/Crossbow 

a. Ensure that the string is not showing excessive wear. 

b. Measure the power of the bow with a calibrated scale to ensure it is within 

appropriate specs. 

c. Check the bow itself for cracks or gouges, as well as for significant limb 

twist that could make the string leave the tips. 

2. Crossbow Only 

a. Check that the lock mechanism releases smoothly under simulated pressure. 

b. Check that the lock mechanism is solid and will not accidentally fire. 

c. Ensure the stock has no failures between the bow and lock. 

3. Ammunition 

a. Based upon the type of ammunition, measure all dimensions for conformance 

b. Grab both head and tail and pull with moderate force while slightly twisting. 

If either end moves laterally it fails. 

c. If the ammunition is with made with foam, check that the tip is constructed in 

such a manner that it cannot be forced more than .5 inch (12.7 mm) into a 

legal faceguard. 

 

7. シールド： 吹きさらしの鋭い端のために縁をチェックしてください。 （このために、

90度角度 

鋭い端です。） 鋭い端（壊れているか、失敗している）のために、残りのシールドをチェ

ックしてください 



リベットまたはそれが不完全であるという他の徴候。 

C. サンプル武器査察 

第 VII節（協会最低限標準のために上の「武器標準」）を見てください。 
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1. 剣： 

a.。 彼らが最小限の直径（1.25インチ［31.8mm］）に会うことを確認します。A 1.25 

ゲージを整理しているインチ（31.8mm）は、非常にこれの速度を上げます。 

b。 端がテープ記録される、そして、籘のむき出しの削減がないことを確認してください。 

c。 鋭い端（壊れているか、リベットをはずしている）のために、quillions またはかご柄

をチェックしてください 

または彼らがバラバラになっているという他の徴候。 

d。 剣が飛び去らないようにする手首ストラップまたは他の手段をチェックしてください。 

2. 突出先端： 彼らが最小限の横断面があることを確認してください。 終わりを押してく

ださい 

強力な与えることの必須の量を確かめること。 それをチェックします先端が、造られます 

それが合法に.5インチ以上（12.7mm）強制されることができないような方法 

faceguard。 

3. 大量の武器： パッドをチェックしてください、なぜならば、与えてください。 手首ス

トラップをチェックしてください（片手 

大量の武器だけ）。 武器の全体の量を考慮してください。 

4. ポール武器： 突出先端(もしあれば)をチェックしてください。 パッドをチェックして

ください、なぜならば、与えてください。 

武器の全体の量を考慮してください。 武器が関連したものに会うことを確認してください 

長さ規制。 

D. サンプルコンバットアーチェリー検査 

1. 会釈/石弓 

a.。 ひもが過度の衣服を示していないことを確認してください。 

b。 確実にそれがあることになる調整された目盛りで、会釈の権限を測ってください 

適切な眼鏡。 

c。 隙間または溝のために、ならびにかなりの肢のために会釈そのものをチェックしてくだ

さい 

ひもを先端を去らせることができたねじれ。 

2. 石弓だけ 

a.。 ロック機構がシミュレーションされた圧力の下で滑らかにリリースするチェック。 

b。 ロック機構が固くて、偶然に火がつかないことを確認してください。 

c。 株には会釈とロックの間で失敗がないことを確認してください。 



3. 弾薬 

a.。 弾薬（適合のための処置のすべて局面）のタイプに基づきます 

b。 わずかにねじれている間、頭と尾をつかんで、穏やかな力で引いてください。 

どちらの終わりでも横に動くならば、それは失敗します。 

c。 弾薬が作られるもので泡であるならば、先端が中で造られることを確認してください 

それが.5インチ以上（12.7mm）強制されることができないそのような方法に 

法的 faceguard。 

 

d. Check the shaft for signs of cracking or other failure. Check that it is 

properly labeled and taped. 

e. Remember that ammunition cannot be more than 10% yellow as yellow is 

reserved for siege ammunition. 

XVI.EXPERIMENTAL WEAPONS AND MATERIALS PROCEDURES 

A. Experimental Weapons and Materials 

1. Before any unapproved weapon or material can be used at Society activities, a test 

plan and a sample of the proposed weapon or material must be submitted to and 

approved by the Society Marshal or a designated deputy. This plan shall include: 

a. Specifics on construction (e.g., materials used, how it is assembled, etc.), 

b. A detailed outline of the test and its scope. 

c. All restrictions that will be imposed on the test. 

d. How long the test period would be. 
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If requested, any samples submitted shall be returned to the submitting party no later 

than the conclusion of the test period, unless otherwise specified. 

2. It is the prerogative of the kingdom Earl Marshal to allow limited testing of 

alternate or unapproved materials and weapons within a kingdom after receiving 

approval from the Society Marshal. Limited testing means the weapon or material 

may be used at fighter practice tourneys and in small melees, but only after all 

combatants and marshals have been informed the weapon or material is being tested 

and that it is not approved for general SCA use. 

3. All combatants and marshals must consent to the use of the weapon or material 

before combat begins. If any of the marshals or combatants object to the use of the 

material or weapon, the material or weapon may not be used in that fight or battle. 

All experimental materials and weapons shall be marked with alternating bands of 

red and green tape totaling 6 inches (15.2 cm) in length. Bands shall be visible 

during weapon usage. 



4. Once per quarter throughout the test period, the Earl Marshal will update the 

Society Marshal on the progress and results of the testing. At the end of the test 

period, the Earl Marshal will provide the Society Marshal with a test summary. 

This summary shall include a list of injuries that resulted from the use of the 

weapon or material and any concerns from fighters and marshals recorded during 

the testing. The Society Marshal, after consultation with the Earls Marshal, shall 

determine if the weapon or material is suitable for SCA combat-related activities. 

 

 

d。 分解または他の失敗の徴候のために、シャフトをチェックしてください。 それがそう

であるチェック 

きちんと、ラベルをつけられて、テープ記録されます。 

e。 黄色がそうであるので、弾薬が 10%以上黄色のはずがないのを思い出してください 

包囲弾薬のために予約されています。 

XVI.EXPERIMENTAL武器と材料手順 

A. 実験的な武器と材料 

1. どんな認められていない武器または材料でも協会活動で使われることができる前に、テ

スト 

提案された武器または材料の計画と試料は、提出されなければなりません、そして、 

協会マーシャルまたは指定された代理に承認されます。 この計画は、以下を含みます： 

a.。 建設（例えば、材料は、（それが集められるように）その他を使いました。）に関する

詳細、 

b。 テストとその範囲の詳細な概略。 

c。 テストに押しつけられるすべての規制。 

d。 テスト期間は、なんて長いでしょう。 
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要請されるならば、提出される少しのサンプルも少しも後で降参している党に返されませ

ん 

特に明記しない限り、テスト期間の終わりより。 

2. それは、限られたテストを許す王国紋章院総裁の特権です 

受けた後の王国の中の交互であるか認められていない材料と武器 

協会マーシャルからの承認。 限られたテストは、武器または材料を意味します 

すべての後だけ以外、ファイター実行トーナメントで、そして、小さな乱闘において使わ

れることができます 

戦闘員とマーシャルは、武器または材料がテストされていることを知りました 

まったく、それは一般的な SCA使用のために承認されません。 



3. すべての戦闘員とマーシャルは、武器または材料の使用に同意しなければなりません 

戦闘が始まる前に。 少しも使用へのマーシャルまたは戦闘員物のもしも 

材料または武器、材料または武器が、その戦いまたは戦いにおいて使われないことができ

ます。 

実験的な材料と武器が交互のバンドという特徴があるすべて 

合計長さ 6インチ（15.2cm）になっている赤くて緑のテープ。 バンドは見えます 

武器使用の間。 

4. かつて、テスト期間を通した 15分前につき、紋章院総裁は更新します 

テストの進捗と結果に関する協会マーシャル。 テスト終了後 

期間、紋章院総裁は協会マーシャルにテスト概要を提供します。 

この概要は、使用から生じた怪我のリストを含みますの 

記録されるファイターとマーシャルからの武器または材料とどんな懸念 

テスト。 紋章院総裁との相談の後、協会マーシャルはそうします 

武器か材料が SCA戦闘関連の活動にふさわしいかどうか決定してください。 

 

XVII. MARSHAL RESPONSIBILITIES, CHAIN OF COMMAND AND REPORTING 

A. Reporting Requirements 

1. If you are a Marshal-at-Large: 

a. Whatever processes your Kingdom requires of a warranted marshal. 

b. Reporting on any incident observed, either during or related to combat, on 

which the Marshal in Charge was required to report. 

2. If you are the Marshal in Charge of an event: 

a. Whatever processes your Kingdom requires of a warranted marshal. 

b. A brief report on the event, including any incidents in which: 

i. Someone was injured. 

ii. A fighter or marshal had to be disciplined. 

c. Event reports shall go to the Principality Knight Marshal or the Kingdom 

Earl Marshal. (Reports should not go to the Marshal of the Society!) 

d. Any other reports that the Earl Marshal of your Kingdom requires. (If you do 

not know, write and ask what he or she will want before the event. It is a lot 

easier that way.) 

3. If you are the Knight Marshal of a branch: 

a. Whatever processes your kingdom requires of a warranted marshal. 

b. Regular reports on the state of fighting in your branch. If there are subsidiary 

branches (e.g., cantons or ridings), this includes summarizing the reports that 

you get from them. Ask your immediate superior how often you need to do 



this. 

c. Any other reports that the Earl Marshal of your kingdom requires. 

4. If you are the Principality or Deputy Kingdom Earl Marshal or Knights Marshal: 

a. Whatever processes your kingdom requires of a warranted marshal. 

b. Regular reports on the state of fighting in your principality or region. 

c. Any other reports that the Earl Marshal of your kingdom requires. 
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5. If you are the Earl Marshal of a kingdom: 

a. An agreement to serve as Earl Marshal. 

b. Quarterly reporting to the Society Marshal regarding the state of fighting in 

your kingdom. (If you are required to make a similar report to the Crown, a 

copy to the Society Marshal is sufficient.) 

c. If disciplinary action that extends beyond the bounds of a single event is 

being taken against a fighter in your kingdom (e.g., authorizations suspended 

or revoked, Courts of Chivalry), a brief account of what was done, to whom, 

and why. (If more information is needed, for example because of an appeal of 

the action, the Society Marshal will let you know.) 

d. Either individual warrants must be provided for each member of the 

marshallate in your kingdom, or a roster must be maintained. (Information on 

the roster system may be obtained from your kingdom seneschal.) This task 

may be partially delegated to the regional or principality marshal of your 

kingdom, if any. 

e. Answer correspondence from the Knights Marshals of your kingdom. 

6. If you are Marshal of the Society: 

a. On a quarterly basis, report to the President (and thence to the Board) on the 

state of the marshallate. 

b. Provide warrants for the Earls Marshal as they are appointed. 

c. Answer correspondence from the Earls Marshal. 

 

XVII. マーシャル責任、指揮系統と報道 

A. 必要条件を報告すること 

1. あなたがMarshal-at-Largeなものであるならば： 

a.。 あなたのキングダムが正当化されたマーシャルに要求するどんなプロセスでも。 

b。 観察されるどんな事件ででも、報告する、どちらかの間、または、戦闘（進行中の）

に関連した 

管理のマーシャルは、それを報告することを要求されました。 



2. あなたがイベントの管理のマーシャルであるならば： 

a.。 あなたのキングダムが正当化されたマーシャルに要求するどんなプロセスでも。 

b。 要約が、どれを中でどんな事件を含むイベントででも報告します： 

i.。 誰かは負傷しました。 

ii。 ファイターまたはマーシャルは、統制のとれていなければなりませんでした。 

c。 イベント報告は、ウェールズ・ナイト・マーシャルまたはキングダムに行きます 

紋章院総裁。 （レポートは協会のマーシャルへ行ってはいけません！） 

d。 他のものは、あなたのキングダムの紋章院総裁が要求すると報告します。 （あなたが、

するかどうか 

彼/彼女がイベントの前に望むものを知らないで、書かないで、尋ねないでください。 それ

は、多くです 

そのようにより簡単な。） 

3. あなたが枝のナイト・マーシャルであるならば： 

a.。 あなたの王国が正当化されたマーシャルに要求するどんなプロセスでも。 

b。 あなたの支店で戦う国についての定期レポート。 子会社があるならば、 

枝（例えば、州または乗馬）、これはレポートをまとめることを含みますその 

あなたは、彼らから着きます。 あなたがどれくらいする必要があるかについて、あなたの

直属の上司に尋ねてください 

これ。 

c。 他のものは、あなたの王国の紋章院総裁が要求すると報告します。 

4. あなたがウェールズまたは代理王国であるならば、紋章院総裁または騎士は以下を整理

します： 

a.。 あなたの王国が正当化されたマーシャルに要求するどんなプロセスでも。 

b。 あなたの公国または地域での戦いの国についての定期レポート。 

c。 他のものは、あなたの王国の紋章院総裁が要求すると報告します。 
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5. あなたが王国の紋章院総裁であるならば： 

a.。 紋章院総裁として勤める合意。 

b。 中で戦う状態に関する協会マーシャルへの四半期報道 

あなたの王国。 （あなたがクラウンに類似したレポートを作成することを要求されるなら

ば、 

協会マーシャルへのコピーは、十分です。） 

c。 一つのイベントの境界の向こうで広がる懲戒処分がそうであるならば、 

あなたの王国でファイターに対してとられること（例えば、停止される認可 

あるいは、無効にして、騎士道的態度の求愛します）、されたことの短い報告、誰にとって、 

そして、理由。 （たとえば、詳細な情報が必要であるならば、訴えのため、の 



行動、協会マーシャルは、あなたに知らせます。） 

d。 どちらの個々の令状でも、メンバーごとに提供されなければなりません 

あなたの王国または名簿の中のマーシャルは、維持されなければなりません。 （情報 

名簿システムは、あなたの王国執事から得られることができます。） この仕事 

地域のまたは公国マーシャルに、部分的に委任するかもしれないあなた 

王国(もしあれば)。 

e。 あなたの王国のナイツマーシャルから、手紙に返事を書いてください。 

6. あなたが協会のマーシャルであるならば： 

a.。 年 4回の基礎（大統領へのレポート）（そして、それから委員会に）の上での上で 

マーシャルのありさま。 

b。 彼らが任命されるので、紋章院総裁に令状を与えてください。 

c。 紋章院総裁から手紙に返事を書いてください。 

 

XVIII.PROCEDURES FOR GRIEVANCES AND SANCTIONS 

A. Grievances and Disputes 

Usually the combatants are more than willing to correct any problems or breaches of 

the 

rules pointed out by a marshal. This is the desired solution: get the problem fixed. 

However, occasionally a marshal must take action. In the unhappy event that you find it 

necessary, here is how you shall proceed. In order of preference: 

1. Point out the violation (missing armor, grappling during combat, etc.) and ask the 

fighter to correct it. 

2. In the case of missing or inadequate armor, do not allow the combatant onto the 

field until it has been fixed. 

3. In the case of violation of the rules during combat, ask the combatant to leave the 

field, and do not allow combat to resume until he or she has cooled off. This 

particularly includes removing from the field anyone who has lost his or her 

temper. 

4. If you need support, call on (in order): 

a. Any other marshals who are present (especially the marshal-in-charge). 

b. A regional, deputy, or principality Earl or Knight Marshal. 

c. The kingdom Earl Marshal 

d. The local Seneschal 

e. The principality or kingdom seneschal 

f. The Crown 

5. If the violation cannot be stopped, convince the marshal-in-charge and the local 



seneschal to end the event. 

6. In any case where voluntary correction is not made after the problem has been 

pointed out, a detailed written report shall be made to the Earl Marshal as soon as 

possible after the event. In cases where the fighter has made corrections voluntarily 

a report should be sent to the Earl Marshal if a pattern of problems, even minor 

ones from the same fighter is occurring. 
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不平と制裁のための XVIII.PROCEDURES 

A. 不平と論争 

通常、戦闘員は、どんな問題または違反でも修正するやる気以上です 

マーシャルによって指し示される規則。 これは、望ましい解決です： 問題を解決させて

ください。 

しかし、時折、マーシャルは行動を起こさなければなりません。 あなたがそれを見つける

不幸なイベントで 

必要で、あなたが進むだろう方法は、ここにあります。 選択の順に： 

1. 違反（なくなった鎧（戦闘などの間、格闘する））から点、そして、尋ねる 

それを修正するファイター。 

2. なくなったか不十分な鎧の場合、戦闘員を許さない 

それまでのフィールドは、固定されました。 

3. 戦闘の間の規則違反の場合、去る戦闘員を頼む 

守備についてください、そして、彼/彼女が冷静になるまで、戦闘が再開するのを許さない

でください。 これ 

特にフィールドから彼のものまたは彼女を失った人は誰でも取り除くことを含みます 

気分。 

4. あなたが支持を必要とするならば、進行中である（適切な）と言ってください： 

a.。 いる（特に管理のマーシャル）他のどのマーシャルも。 

b。 地方向け、代理または公国アールまたはナイト・マーシャル。 

c。 王国紋章院総裁 

d。 ローカルな執事 

e。 公国または王国執事 

f。 冠 

5. 違反が止められることができないならば、管理のマーシャルとローカルを確信させてく

ださい 

イベントを終える執事。 



6. 訂正が問題の後されない自発的行為があったどんなケースででも 

指摘する、仔細な報告書は、紋章院総裁に作成されます 

イベントの後の最高点。 ファイターが自発的に訂正をした場合、 

問題（年下のさえ）のパターンならば、レポートは紋章院総裁に送られなければなりませ

ん 

ファイターがそうである同じことからもの起こること。 

マーシャルのハンドブック 

 

B. Sanctions 

1. In addition to removing an unsafe combatant from the field at the time, long-term 

sanctions are available. These will normally be applied by the marshallate of the 

kingdom rather than by a local marshal. Procedures outlined in kingdom law or 

kingdom marshal policies shall be adhered to when sanctioning any person. 

2. Possible sanctions include: 

a. Revoking the authorization of the individual to fight with a particular 

weapon. (This sanction may be applied whether or not your kingdom does 

authorizations by weapon forms.) 

b. Revoking the authorization of the individual to fight at all. 

c. Recommendation to the Crown to banish the individual from participation in 

events. 

d. Recommendation to the Board to banish the individual from the Society and 

its activities. 

3. If any of these long-term sanctions are in progress, the Society Marshal shall be 

informed. 

4. If authorization has been revoked, it is acceptable to inform the Earls Marshal of 

any neighboring kingdoms to which the currently unauthorized fighter might travel. 

Once long-term sanctions have been applied, a report shall be made to the Marshal 

of the Society. 

5. An authorization from any Kingdom may be suspended/revoked in another 

Kingdom, should it prove necessary and appropriate. Such suspension/revocation 

means that the fighter may not fight anywhere in the Society until and unless the 

issue is resolved. Accordingly, the Earl Marshal of the kingdom issuing the 

suspension shall inform the Society Earl Marshal and the Earls Marshal of the 

neighboring kingdoms. 

6. Furthermore, if the fighter is subsequently re-authorized, the neighboring Earls 

Marshal shall again be notified. 



 

B. 制裁 

1. その時にフィールドから安全でない戦闘員を取り除くことに加えて、長期 

制裁は利用できます。 これらは、通常マーシャルによって適用されます 

そばに地元のマーシャルよりもむしろ王国。 手順は、王国法で概説しました、または、 

誰でも認可するとき、王国マーシャル保険証書は付着されます。 

2. 可能性がある制裁は以下を含みます： 

a.。 事項を敵に戦う個人の認可を取り消すこと 

武器。 （あなたの王国がそうするか否かを問わず、この認可が適用されることができます 

武器の形態による認可。） 

b。 戦う個人の認可を取り消すこと。 

c。 中で参加から個人を追い出すクラウンに対する勧告 

イベント。 

d。 協会から個人を追い出す委員会に推薦、そして、 

その活動。 

3. これらの長期の制裁のいずれかが進行中であるならば、マーシャルがそうである協会 

知らされます。 

4. 認可が取り消されたならば、それは、密告するために許容できます紋章院総裁 

現在未許可のファイターが旅行するかもしれないどんな近隣の王国でも。 

長期の制裁が適用されたら、レポートはマーシャルに作成されます 

協会の。 

5. どんなキングダムからの認可でも、停止されるかもしれなくて/もう一つで取り消される

ことができます 

キングダム、それは必要で適切であるとわからなければなりません。 そのような停止/取り

消し 

ファイターが協会でどこにも戦わないかもしれない手段、そして、 

問題は解決されます。 したがって、出ている王国の紋章院総裁 

停止は、協会紋章院総裁と紋章院総裁に知らせます 

近隣の王国。 

6. さらに、ファイターが再認可されてその後あるもしも、近隣の伯爵 

マーシャルは、再び通知されます。 

 

XVIV. GLOSSARY 

The definitions that follow apply throughout the Handbook, unless specifically stated 

otherwise. 

They are intended to clarify usage and establish a frame of reference for the various 



materials used in 

SCA combat. 

A. Armor Materials 

Aventail: flexible curtain of chainmail on a helmet, extending to cover the neck and 

shoulders. 

Bars: Used in the visor or faceplate of helms, bars shall be mild steel a minimum of 3/16 

inch 

(4.5mm) in diameter, or the equivalent. If the distance between crossbars is 2 inches 

(50.8 

mm) or less, .125 (that is, 1/8) inch (3.2 mm) bars may be used. 

Camail: flexible curtain of mail or leather on a helm, extending to cover the neck 

(also aventail). 

Closed-cell foam: stiff foam with closed cells, less dense than resilient foam (e.g., 

Ensolite). 

Equivalent: virtually identical to the specified material in effect or function, including 

impact resistance, impact distribution, and impact absorption characteristics, but not 

necessarily in physical dimensions. 

Foam: any open- or closed-cell foam, including foam rubber, foam neoprene, 

polyurethane, etc. 

Gauge: U.S. sheet metal standard. Note that 16-gauge is officially 1/16 inch (.0625 inch 

or 

about 1.6mm), but commercially available sheet is frequently rolled to .058 or even .055 

inch? 

much too thin for helms. 

Gauntlet: An armored glove covering the back of the hand, fingers, and thumb and the 

points 

and back of the wrist. 

Gorget: a piece of armor designed to cover the throat and neck. 

Heavy leather: stiff, oak-tanned leather nominally 11/64 inch (.171875 inch or 4.4 mm) 

thick. 

This is referred to as 11 ounce leather. 

Mail: any fabric of small metal components either linked together (e.g., chain) or 

attached to a 

flexible backing (e.g., ring or scale). 

Padding: quilted or multi-layered cloth material, such as mattress pads, moving pads, 

carpet, felt, or equivalent 



Partial gauntlet (also called a half-gauntlet or demi-gauntlet): An armored glove 

covering 

the back of the hand and at least the first knuckle of the thumb, as well as the points 

and back 

of the wrist. 

Plate: large components of rigid material. 

Resilient foam: dense, plastic, closed-cell foam such as ethyl polymer. 

Rigid material: 

a. Steel of no less than 18 gauge, or aluminum of no less than 0.075 inch (1.9mm) 

b. Other metals of sufficient thickness to give similar rigidity to those listed above 

to include treated steel or aluminum 

c. High-impact-resistant plastics such as ABS or polyethylene of sufficient 

thickness to give similar rigidity to those listed above 

d. Heavy leather (as defined above) that has been hardened in hot wax, soaked in 

polyester resin (properly catalyzed), or treated in such a manner as to 
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permanently harden the leather 

e. Two layers of untreated heavy leather (as defined above) 

f. Other materials equivalent to those items listed above (Any armor of unusual 

construction or materials must meet the approval of the kingdom or Principality 

Earl Marshal or their designated deputy.) 

Steel: cold- or hot-rolled mild steel or equivalent ferrous material 

 

XVIV。 用語集 

さもなければ特に述べられない限り、あとに続く定義はハンドブックを通してあてはまり

ます。 

彼らは、使用をはっきりさせて、中で使われるいろいろな材料の基準系を確立することを

目的とします 

SCA戦闘。 

A. 装甲材 

顔の下半分をおおう面頬： ヘルメットの chainmailの柔軟なカーテン（首と肩をカバーす

るために広がる）。 

バー： ヘルムのバイザーまたはフェイスプレートで使われて、棒は最低 3/16インチ、軟鋼

です 

（4.5mm）直径または等価物で。 クロスバーの間の距離があるならば、2つは少しずつ動

きます（50.8 



mm) または、より少なくて、.125（つまり、1/8）インチ（3.2mm）のバーが、使われる

ことができます。 

鎖錣： メールの柔軟な幕またはヘルムの革（首をカバーするために広がる） 

（また、顔の下半分をおおう面頬）。 

閉じた細胞フォーム： 閉じた細胞（強い泡より高密度でない）による固い泡（例えば、 

Ensolite）。 

等価物： 実質的に、影響または機能（含むこと）で指定された材料と同一です 

影響抵抗、影響配布と衝撃吸収特徴、しかし、 

必然的に身体的な局面で。 

泡： フォームラバー（泡ネオプレン）を含むどんな開いた-または閉じた-細胞フォームで

も 

ポリウレタンなど 

ゲージ： 米国の板金標準。 16-ゲージが公式に 1/16インチであることを注意する（.0625

インチ、または、 

およそ 1.6mm）、市販のシート以外の、.058または.055インチまでさえしばしば転がされ

ます？ 

ヘルムのために非常にあまりに細い。 

長手袋： 手（指）と親指と点の後ろをカバーしている装甲手袋 

そして、手首の後ろに。 

のど当て： のどと首をカバーするようにデザインされた甲胄。 

重い革： 厚さ 11/64名目上インチ（.171875インチまたは 4.4mm）の固い、オーク材をレ

ザー化された革。 

これは、11オンスの革と呼ばれます。 

メール： 小さな金属成分のどんなファブリックでも、一緒に結んだ（例えば、チェーン）

か、付随しました 

柔軟な支援（例えば、リングまたはスケール）。 

パッド： キルト風であるか多層布材（例えばマットレス・パッド、感動させるパッド） 

カーペット、フェルトまたは等価物 

部分的な長手袋（半分-長手袋またはデミ長手袋とも呼ばれる）： カバーしている装甲手袋 

手の甲と少なくとも親指（点と背中だけでなく）の最初の拳骨 

手首の。 

プレート： 堅い材料の大きな構成要素。 

強い泡： エチル・ポリマーのような高密度、プラスチック、閉じて細胞泡。 

堅い材料： 

a.。 18台のゲージの鋼もまたは 0.075インチ（1.9mm）のアルミニウムも 

b。 上記のそれらに類似した堅さを与える十分な厚みの他の金属 



処理した鋼またはアルミニウムを含みます 

c。 高い影響耐性プラスチック（例えば十分の ABSまたはポリエチレン） 

上記のそれらに類似した堅さを与える厚み 

d。 熱いワックス（中で浸される）で堅くされた重い革（上で定められるように） 

ポリエステルが樹脂を塗る（きちんと触媒作用を及ぼされた）か、このような方法で交渉

しました 
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永久に、革を堅くしてください 

e。 2枚の層の未処理の重い革（上で定められるように） 

f。 上記のそれらのアイテムに等しい他の材料（変わったもののどんな鎧でも 

建設または材料は、王国またはウェールズの承認に応じなければなりません 

紋章院総裁または彼らの指定された代理。） 

鋼： 冷えたか熱く圧延された軟鋼または等しい鉄の材料 

 

B. Weapons 

Striking surface: Because of the nature of our activities and the ability of our weapons 

to break 

during use the “striking surface” of a weapon is to be considered throughout the entire 

striking 

portion, blade, or head, of the weapon, not only the outside “skin” or layer. This includes 

all 

interior construction materials and parts no matter how “deep” inside. 

Approved rigid plastics: Siloflex and Siloflex equivalents are currently the only rigid 

plastic 

approved for the striking surface of a weapon. 

Bow: A projectile launcher consisting of a material held under tension by a string. Also 

referred to as a Handbow. 

Crossbow: A projectile launcher consisting of a bow (called a prod) being mounted to a 

stock, with a lock mechanism to hold the string and full draw and allow its release via a 

trigger. 

Flail: a weapon with a striking surface attached to the handle via a flexible arm or 

pivot. 

Laminated rattan: Two pieces of rattan, each being at least 1 inch (25.4 mm) in 

diameter, 

attached to one another with a short overlap by tape or other method of binding. 

Maximum 



length of the overlap shall be 18 inches (85.7 cm) or half of the length of the added 

rattan, 

whichever is shorter. Note that use of glues, epoxies, or adhesives, which substantially 

reduce 

the flexibility of the rattan, is prohibited. 

Missile weapon: any weapon which is intended to deliver a blow without being held in 

the 

hand (e.g., arrows, javelins, quarrels, or various soft projectiles from catapults). 

Polearms: hafted weapons, generally long, designed to be wielded with two hands (e.g., 

glaives, 

halberds, etc.). 

Progressively resistant give (as used in discussions of thrusting tips): As pressure is 

applied 

directly to the thrusting surface, it will compress gradually, without bottoming-out or 

bending to 

the side enough to expose the end of the blade or haft of the weapon to which it is 

attached. 

Quillions: cross-guards of a sword. 

Siloflex: A brand-name polyethylene tubing made from PE3408 resin and conforming to 

ASTM D2239 standards. The material is approved for various uses throughout the rules 

in 

pressure ratings ranging from 75 PSI to 200 PSI. Please check the standards in the 

appropriate 

area of the rules for what is allowed. 

Siloflex equivalent: other tubing or pipe, typically made for drinking water applications, 

made from polyethylene resins with the ASTM classification of PE 3408 and produced to 

the ASTM D2239 standard. Spears: hafted weapons designed for thrusting only; also 

called 

pikes. 

Single-handed mass weapons: maces, axes, war hammers, or other weapons designed 

primarily to crush or punch holes (on account of the weight of the real weapons), rather 

than 

primarily to cut (on account of sharp edges on the real weapon). Maximum length for 

singlehanded 

mass weapons is 48 inches (122cm). 

Slider: a tube or similar device that wraps around the shaft of a spear and is held in one 



hand,  
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allowing the spear to slide through it. Use of sliders is prohibited. 

Split rattan: Rattan of at least 1.25 inch (31.75 mm) diameter which has been split in 

two and 

applied to a weapon such that the striking surface of the split piece retains a cross 

section of 

1.25 inch (25.4 mm). Split rattan construction does not place the split rattan directly 

against the 

non-split haft of the weapon, but rather spaces the split off of the haft to allow give in 

the head 

by flexion of the split of rattan. 

Swords: single- or double-edged, bladed cutting weapons (including swords with 

thrusting 

tips). 

Two-handed cutting or smashing weapons: includes two-handed swords, greatswords, 

bastard swords, polearms, and similar weapons. 

UHMW: Ultra-High Molecular Weight Polyethylene ? A wear resistant plastic with 

outstanding impact strength. 

 

B. 武器 

著しい表面： 我々の武器の我々の動作と壊れる能力の性質のため、 

使用の間、武器の「著しい表面」は、ストライキをしている完全を通して考慮されること

になっています 

外側の「皮膚」または層だけでなく部分、刃または頭（武器の）。 これは、すべてを含み

ます 

どんなに中で「深くても」内部の建設資材とパーツ。 

承認された堅いプラスチック： Siloflex と Siloflex 等価物は、現在唯一の堅いプラスチッ

クです 

武器の著しい表面のために承認されます。 

会釈： 材料からなる発射するラウンチャーは、ストリングによって緊張の下で保ちました。 

また、 

Handbowと呼ばれ。 

石弓： 上られている会釈（突きと呼ばれる）からなる発射するラウンチャー 

資本金、ひもと完全な抽選を保持して、そのリリースを可能にするロック機構でを通して 

引き金。 



殻ざお： 著しい表面による武器は、フレキシブル・アームまたはピボットによってハンド

ルに付属しました。 

積層籘： 2本の籘、各々の直径少なくとも 1インチ（25.4mm）であること、 

テープまたは装丁の他の方法によって短い共通部分でお互いに付けられます。 最大限 

共通部分の長さは、18インチ（85.7cm）または添加籘の長さの半分です、 

より短いものはどれでも。 接着剤、エポキシまたは接着剤（大幅に減ります）のその使用

に注意してください 

籘の柔軟性は、禁止されます。 

ミサイル武器： おさえられることなく打撃を加えることを目的とするあらゆる武器 

手（例えば、パチンコからの矢、投げ槍、喧嘩またはいろいろな柔らかい発射体）。 

Polearms： 通常、長く、2本の手で用いられるように設計された柄を付けられた武器（例

えば、剣、 

鉾槍など）。 

次第に抵抗する与えること（先端を押すことに関する議論にて用いられているように）： 圧

力が印加されて、 

突出表面に直接、底打ちまたはに曲がることなく、それは徐々に圧縮します 

刃の端を露出させるのに十分な側またはそれが付けられる武器の柄。 

Quillions： 剣の十字形鍔。 

Siloflex： 有名ブランドのポリエチレン管は、樹脂と従うことを PE3408から作られます 

ASTM D2239標準。 材料は、中で規則を通していろいろな用途のために承認されます 

75の PSIから 200の PSIにわたっている圧力評価。 適切なもので、標準をチェックして

ください 

許されることに対する規則の領域。 

Siloflex 等価物： 他の管またはパイプ（飲料水アプリケーションのために典型的に作られ

る） 

PE 3408の ASTM分類でポリエチレン樹脂から作られて、産出されます 

ASTM D2239標準。 槍： 柄を付けられた武器は、突出のためにだけ設計しました; 呼ば

れもします 

カワカマス。 

片手大量の武器： 設計される棍棒、軸、戦争ハンマーまたは他の武器 

主に穴（本当の武器の重さのために）を押しつぶすか、パンチすること、 

主に切る（本当の武器の鋭い端のために）こと。 singlehandedされたもののための最大長

さ 

大量の武器、48はインチ（122cm）です。 

スライダー： 槍のシャフトのまわりで巻きついて、1 本の手で持たれるチューブまたは類

似した装置、 
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槍をそれ中をすべらせること。 スライダーの使用は、禁止されます。 

割れた籘： 2に分けられた少なくとも 1.25インチ（31.75mm）の直径の籘、そして、 

著しいものは部分が横断面を保持する分裂の浮上するような武器に適用されます 

1.25 インチ（25.4mm）。 割れた籘建設は、直接割れた籘を押しつけません 

武器の柄を非割ってください、しかし、むしろ、柄で休みの分裂が許すスペースは頭を提

出します 

籘の分裂の屈曲によって。 

剣： 片刃のまたは、武器を切ってブレードされて、両刃の（突出による剣を含む 

先端）。 

両手のカットまたは壊れている武器： 両手用の剣（曾剣）を含みます 

にせ剣、polearmsと類似した武器。 

UHMW： 超高分子量ポリエチレン？ 耐磨耗性のプラスチック 

顕著な影響強さ。 

 

C. Other Definitions 

Armored combat: A full contact, non-choreographed re-creation of medieval foot combat 

utilizing clothing, protective armor, and simulated weapons constructed in accordance 

with 

SCA standards, with the overall goal of recreating the appearance and methods of 

combat from 

the historical period covered by the SCA. For purposes of this definition, all combatants 

are 

held to be equipped in the same manner, defined as that of approximately 1100 AD: a 

kneelength 

mail hauberk, one-piece helm with nasal, and boiled leather defenses for the lower arms 

and legs. Weapons and armor are constructed from approved materials as defined by 

the 

Society Marshal. Adult armored combat as defined above does not include light contact 

martial 

forms, such as rapier and youth combat. Adult armored combat includes all combat 

archery and 

siege weaponry used in melees or for war. 

Armored fighter: a combatant equipped in inspected and approved armor, who meets at 

least 

the minimum requirements for combat using rattan weapons, and who uses said rattan 



weapons 

in combat. 

Authorization: a procedure which determines that the individual fighter has, at 

minimum, read 

and become familiar with the rules of combat, been observed while fighting, and met 

any 

further requirements for authorization to ensure that he or she does not constitute an 

exceptional 

safety hazard (either to self or to others). Details of the procedure used vary from 

kingdom to 

kingdom and may include further requirements. (Note: The former term “qualification” 

is still 

heard, but should be avoided.) 

Battle: a single combat event in a war or war game wherein a specific scenario is 

enacted. 

Combat archer: a combatant equipped in inspected and approved armor, who meets at 

least the 

minimum requirements for combat using rattan weapons and who will be using archery 

equipment in combat. Rules for combat archery weapons and conventions are found in 

this 

handbook. 

Directed touch: a thrust that contacts the face-guard of the helm and, while 

maintaining 

contact with the face-guard, continues to travel in the direction of the face. 

Earl Marshal: the warranted chief marshal of a kingdom. 

Effective blow: a blow delivered with effective technique for the particular type of 

weapon 

used and struck properly oriented and with sufficient force. 

Eric, List Field, Tourney Field: the defined area for fighting, or the fighting field, 

usually 

with a roped-off boundary. 

 

C. 他の定義 

アーマーコンバット： フルコンタクト、中世の足戦闘の非演出された再現 

おおっている、保護鎧を利用します、そして、シミュレーションされた武器が、造りまし

た 



SCA標準、出演を再現する全体的なゴールと戦闘の方法でから 

SCAでカバーされる歴史の期間。 この定義のために、すべての戦闘員はそうです 

同様に備えられると判断されて、およそ西暦 1100 年のそれとして定義されます： 

kneelengthであるもの 

メール鎖帷子、前腕のための鼻で、沸騰する革の防衛手段付きのワンピースヘルム 

そして、足。 武器と鎧は、定義される承認された材料から造られます 

協会マーシャル。 上で定められる大人のアーマーコンバットは、戦争の小さい接触を含み

ません 

形（例えばレーピアと若者戦闘）。 大人のアーマーコンバットは、すべてのコンバットア

ーチェリーを含みます、そして、 

乱闘において、または、戦争のために使われる包囲兵器。 

武装ファイター： 閲兵されて承認された鎧で身支度をする戦闘員（その人は少なくとも会

います） 

籘武器を使っている戦闘と使用法では籘が武装することになっていた人は誰のでも最低条

件 

戦闘において。 

認可： 個々のファイターが読んだと確定する手順（最低限の） 

そして、戦闘の原則に精通しているようになってください、戦っている観察された間ある、

そして、何でも会う、 

彼/彼女が特別なものを構成しないことを確実とする認可の更なる必要条件 

安全危険（自身への、または、他へのどちらでも）。 使われる手順の詳細は、王国からそ

れます 

王国、そして、更なる必要条件を含むことができます。 （注意してください：「資格取得」

という前の語は、静かです 

避けられなければならないが、聞きました。） 

戦い： 特定のシナリオが演じられる戦争またはウォーゲームの一騎討ちイベント。 

戦闘のアーチャー： 閲兵されて承認された鎧で身支度をする戦闘員、少なくとも会います 

籘を使うことが武装する、そして、アーチェリーを使っている戦闘の最低条件 

戦闘の器材。 コンバットアーチェリー武器と慣例に対する規則は、これで見つかります 

ハンドブック。 

誘導されたタッチ： ヘルムのマスクに接触する突き、そして、維持の間 

マスクとの接触は、顔の方向に旅行し続けます。 

紋章院総裁： 王国の正当化された主任マーシャル。 

効果的打撃： 特定の種類の武器の効果的技術で加えられる打撃 

使われて、指向されて、十分な力の味方できちんとぶつけられます。 

エリック、リスト分野、トーナメント分野： 戦いのための定義済みの地域または戦場、通



常、 

ロープを張られた境界線で。 

 

Fully armored: For the purposes of acknowledging blows, a fully armored fighter is 

presumed to be wearing a lightweight, short-sleeved, knee-length, riveted-mail hauberk 

over 

a padded gambeson, with boiled leather arm and leg defenses and an open-faced iron 

helm  
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with a nasal. (The helm may be presumed to include a very light chain mail drape 

permitting 

vision and resisting cuts by a mere touch of a bladed weapon.) Also, the hands, wrists, 

knees 

and lower legs, and feet, including the areas up to 1 inch (25.4 mm) above the kneecap 

and 1 

inch (25.4 mm) above the bend of the wrist, are not legal targets. 

Helpless opponent: an opponent who is unable to defend him- or herself from attack for 

reasons beyond their control. An unarmed opponent is not necessarily helpless. 

Knights Marshal: The warranted chief marshal of a Principality, Barony, Province, 

Shire, Canton, etc. 

Missile weapons: projectile weapons including, but not limited to, bows and arrows, 

crossbows and bolts, slings and stones or bullets, javelins, darts, and throwing axes. 

Marshal: someone who is monitoring the conduct of combat on the field. (The marshal in 

charge of an event shall be a warranted marshal; other individual marshals may or may 

not 

be, so long as the marshal in charge finds them competent to do the job.) 

Rattan weapons: rattan or equivalent weapons including, but not limited to, swords of 

all lengths, great weapons, mass weapons, pole arms and spears. 

Rostered: An appointed marshal who is listed on a roster. The roster must include the 

legal 

and Society names, address, phone number, and the appointment and expiration dates 

for each 

officer. It must be signed by the appropriate royalty and the responsible superior officer, 

and 

be updated regularly. The roster must contain a statement that it is the current roster of 

(office) 



for the (kingdom, principality) of the Society as of (date). Local Knights Marshal and 

marshals 

who are able to perform authorizations must be either warranted or rostered. 

Scenario limits: The body of rules and definitions which apply to a specific battle, such 

as 

the description of real or imaginary terrain features, obstacles, weapons limitations, 

allowable conduct, and scoring. 

Siege Engineer: a fully armored participant in armored combat who operates a siege 

engine. 

Society Marshal, Marshal of the Society, Society Earl Marshal (SEM): the warranted 

chief marshal of the Society for Creative Anachronism. 

War: a declared state of feigned hostility between two or more kingdoms, branches, or 

other 

recognized SCA subdivisions, for the express intent of holding group combat. 

War maneuvers: group combat events not involving a state of declared hostility, usually 

with 

both sides drawn from all of the kingdoms, branches, or other recognized SCA groups 

participating. 

Warranted: An appointed marshal who has been appointed by a Warrant of 

Appointment 

to Office of the SCA Inc., signed by the appropriate Royalty and the responsible superior 

officer. Local Knight Marshals, as and marshals who are able to perform authorizations 

must be either warranted or rostered. 

Youth combat is a program designed for minors ages 6-17. These programs require 

armor, 

require certain weapon construction techniques and materials, train young fighters in 

proper 

etiquette, the concepts of Chivalry, Honor and Courtesy, teach teamwork and good 

sportsmanship, as well as effective fighting arts, in a definitely competitive 

environment that 

parallels Adult Armored Combat. It employs Marshals, authorizations and strict 

controls. The 

Marshallate is responsible for Youth Combat, and each Kingdom is allowed to develop 

and run 

its own program. 
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完全に装甲： 打撃に答えるために、完全に武装ファイターはそうです 

もう一度軽量、半袖の、ひざ丈の、鋲着された-メール鎖帷子を着ていると思われます 

忍び足で歩かれた鎧下（煮沸した革の腕と足防衛力と無邪気な顔をした鉄のヘルムによる） 

マーシャルのハンドブック 

鼻音で。 （ヘルムが許している非常に軽い鎖帷子カーテンを含むことが、思われることが

できます 

視力とブレードされた武器の単なるタッチによってカットに抵抗すること。） また、手、

手首、ひざ 

そして、下脚と足（膝頭と 1以上の 1インチ（25.4mm）までの地域を含む） 

手首の曲がり角より上に少しずつ動いて（25.4mm）、法律目標でありません。 

どうすることもできない敵： him-または攻撃に対して身を守ることができない敵 

彼らにどうしようもない理由。 武器を持たない敵が、必ずしもどうすることもできないと

いうわけではありません。 

騎士マーシャル： ウェールズ、男爵の地位、アルスターの正当化された主任マーシャル、 

シャイアー、カントンなど 

ミサイル武器： 弓矢を含むがこれに限らず発射する武器、 

石弓とボルト、吊りひもと石または弾丸（投げ槍、矢とスローイング軸）。 

マーシャル： 戦闘の方法をフィールドでモニターしている誰か。 （マーシャル 

イベントの管理は、正当化されたマーシャルです; 他の個々のマーシャルはそうすることが

できます、または、 

担当しているマーシャルが彼らが仕事をする能力があるとわかる限り、あってください。） 

籘武器： 籘または等価物が、（特急がそうしないが）剣を含むことを武装します 

すべての長さ、大きな武器、大量の武器、棒武器と槍。 

名簿の： 名簿に記載される指定されたマーシャル。 名簿は、法律ものを含まなければな

りません 

そして、各々のための協会名、アドレス、電話番号と指名と有効期限 

役員。 それは、適切な王族と信頼できる上級将校によって署名されなければなりません、

そして、 

定期的に更新されてください。 名簿は、それが現在のリストである（オフィス）声明を含

まなければなりません 

（王国、公国）、協会のの（日付）。 地元のナイツ・マーシャルとマーシャル 

誰が認可を行うことができるかは、正当化されなければならないか、名簿でなければなり

ません。 

シナリオ限度： 例えば、特定の戦いにあてはまる規則と定義の体 



本当や想像上の地形機能、障害、武器限界の説明、 

許される実施とスコアリング。 

包囲エンジニア： 包囲エンジンを動かすアーマーコンバットの完全に武装参加者。 

協会マーシャル、協会のマーシャル、協会紋章院総裁（SEM）： 正当化するもの 

創造的時代錯誤協会の主任マーシャル。 

戦争： 二つ以上の王国、枝か何かの間の装われた敵意の宣言された状態 

認められた SCA細分（グループ戦闘を行う明確な意図のための）。 

戦争操作： グループは、宣言された敵意の状態を含んでいないイベントと戦います、通常

で 

王国、枝または他の認められた SCAグループの全てから得られる両側 

参加すること。 

正当化されます： 指名の令状によって任命された指定されたマーシャル 

SCA社（適切な王族と信頼できる上司によって署名される）のオフィスに 

役員。 認可を行うことができる地元のナイトマーシャル、そして、マーシャル 

正当化されなければならないか、名簿でなければなりません。 

若者戦闘は、6-17で未成年者時代のために設計されるプログラムです。 これらのプログラ

ムは、鎧を必要とします、 

特定の武器建設技術と材料を必要として、適当なもので若いファイターを訓練してくださ

い 

エチケット、騎士道的態度（名誉と礼儀）の概念は、チームワークと利益を教えます 

スポーツマンシップ（効果的戦う芸術だけでなく）明らかに競争的環境でその 

平行大人は、戦闘を装甲しました。 それは、マーシャル、認可と厳しい規制を使用します。 

マーシャルは若者戦闘の原因となります、そして、各々のキングダムは発達して、走らせ

ておかれます 

それ自身のプログラム。 
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Single Combat, 25 
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Applications, 7 
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Armor requirements, 13 

Siege Combat, 20 
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Thrusting tips, 15 
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MARSHAL’S HANDBOOK 40 

Weapons 

Crossbows, 17 

Fiberglass spears, 16 

Handbows, 17 

Prohibitions, 14 
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Thrusting tips, 15 
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