
１０月１７日（金）　９：００～

Ｅ Ｈ Ｃ Ｍ Ｂ

1 福岡県 高瀬　秀平 レゲンデール 143

2 長崎県 武智　一秀 Nリリアーノ 174

3 福井県 吉村　喜信 ル・ドンSP 73

4 愛知県 柘植　和也 フェリーニ 81

5

神奈川県

前田　諭志 エドワードエクリュ 51

6 香川県 安田　一彦 アンヴローズI 131

7 東京都 下田　晃裕 ロリオット 50

8 北海道 林　伸伍 ヴァクリボリィ 2

9 奈良県 露﨑　康弘 ドミナス 105

10 岡山県 原田　喜市 エジスター 117

11 福島県 杉本　隆雄 トベリスク 22

12 岩手県 齊藤　圭介 チャンピオンS 11

13 大阪府 川西　勝三 デルフィノ 96

合計

得点

率

順位

第第第第１１１１競技競技競技競技　　　　成年男子成年男子成年男子成年男子　　　　馬場馬術競技馬場馬術競技馬場馬術競技馬場馬術競技　　　　

出場

番号

都道府県

選　手　名 馬　　名

馬匹

番号

審 判 員 採 点（％）



１０月１７日（金）　１３：１０～

Ｅ Ｈ Ｃ Ｍ Ｂ

1 愛知県 小池　良輔 フェリーニ 81

2 山形県 井上　永久 フェイバー 18

3 福岡県 古野　博人 ゼンノスウィング 145

4 大阪府 大野　順也 デルフィノ 96

5 福井県 村上　寧音 ル・ドンSP 73

6 岡山県 井上　勇一 ウルティモSTV 114

7 東京都 駒場　勇紀 マノレッテ 49

8 佐賀県 古賀　千尋 アポロンディーロ 150

9 千葉県 牛頭　未彩紀 ビッツェル 43

10 秋田県 山上　楓 プリンス　ノワール 16

11 愛媛県 安川　真心 オレンジオペレッタ 140

12 長崎県 柿平　紗枝 ロスマリナN 175

13 奈良県 新関　加奈 ドミナス 105

合計

得点

率

第第第第２２２２競技競技競技競技　　　　少年少年少年少年　　　　馬場馬術競技馬場馬術競技馬場馬術競技馬場馬術競技　　　　　　　　

順位

出場

番号

都道府県

選　手　名 馬　　名

馬匹

番号

審 判 員 採 点（％）



１０月１７日（金）　９：００～　（下見予定時間　８：４０　～　８：５５）

1 岩手県 黒須　晴子 アドマイヤブライト 10

2 岐阜県 岡田　有里 リトル・リリー 85

3

鹿児島県

原田　いずみ ディナスティ 164

4 福井県 政兼　実佳 シュバイツアー 71

5 徳島県 片山　志保 エルドゥオール 136

6 福岡県 古川　芙三子 ヴェルヴェットガール 146

7 静岡県 渡辺　祐香 ロイヤルズサン 80

8 埼玉県 酒井　彩 ヴィレリ 36

9 山形県 横尾　範子 ジュリアスラヴィー 17

10 大阪府 本田　晃希 ピコロ 97

11 東京都 山口　真奈 ジュリアス・ファータ 47

12 茨城県 須田　翼 アレキサンダーZ 30

13 長野県 佐藤　泰 如意 62

14 福島県 角田　美優 ミュルサンヌ 28

15 長崎県 龍田　佳野 Nラッキーボーイ 169

16 鳥取県 山本　小百合 ロゼⅠ 110

17 佐賀県 坂田　有佳里 ラカント 149

18 富山県 竹田　宏美 オダン 66

19 千葉県 林　友理 テレキシオ 40

20 山口県 重枝　佑佳 ライブワイヤー 127

21 奈良県 岡村　恵美子 スパイカー 103

22 広島県 眞田　舞 ヴェーナS 120

23 熊本県 竹原　彩香 ダイムラー 151

24 香川県 北村　忍 オーディーン 130

25 北海道 中垣　彩也加 サニーHV 3

26 京都府 松波　智香 オレニツイテコイ 93

選　手　名

第第第第３３３３競技競技競技競技　　　　成年女子成年女子成年女子成年女子　　　　二段階障害飛越競技二段階障害飛越競技二段階障害飛越競技二段階障害飛越競技

時間

減点

所要

時間

所要

時間

時間

減点

馬　　名 順位

馬匹

番号

第２段階第１段階

出場

番号

都道府県



１０月１７日（金）　１０：４５～　（下見予定時間　１０：３０　～　１０：４０）

1 奈良県 岩館　正彦 エストレジャ 104

2 宮崎県 石川　一成 ボスポラス 160

3 山形県 二位関　尭 キュートボーイ 19

4 三重県 中村　勇 ケアフル 83

5 千葉県 水山　大輔 オフザロード 41

6 岡山県 西崎　充郎 バルーベファンデブルフト 116

7 京都府 竹内　彰秀 チアーズ 92

8 北海道 梁川　正重 クラリッサ 6

9 山口県 沖廣　諒一 アイラン・デボア 123

10 静岡県 佃　日出彦 アビゲイル 75

11 熊本県 緒田　雅彦 ダイムラー 151

12 福岡県 仁田原　志起 ザローマ 148

13 香川県 宮本　典幸 オーディーン 130

14

鹿児島県

東郷　正也 エルエー 162

15 埼玉県 西塚　建二 ブラックボーイ 35

16 徳島県 畑野　諒 ロイヤルクラス 134

17 栃木県 広田　龍馬 ししまる 31

18 福島県 吉田　学人 ジルヴァーナ 24

19 東京都 宇都宮　誉司 カムラウドZ 44

20 広島県 佐藤　浩之 フォーラン 118

21 長野県 佐藤　賢希 美虎 61

22 岩手県 山口　勝也 キャプテンユー 8

23 石川県 井谷　重春 スピロウ 68

24 長崎県 飯島　啓介 Nラッキーボーイ 169

25 新潟県 小田　直明 トカス 57

26 大阪府 川合　善大 チャネル 95

出場

番号

都道府県

得点選　手　名 馬　　名

馬匹

番号

走行時間

第第第第４４４４競技競技競技競技　　　　成年男子成年男子成年男子成年男子　　　　トップスコアトップスコアトップスコアトップスコア競技競技競技競技

順位



１０月１７日（金）　１２：３５～　（下見予定時間　１２：２０　～　１２：３０）

1 千葉県 木村　早希子 オンブレ・サーティーン 42

2 長崎県 大久保　美沙 Nテックス 170

3 福島県 杉本　瑞生 ラティンラバー 26

4 福井県 西新居　愛乃 ウィステリアフィールド 72

5 長野県 中村　瑠佳 スーパーチョコ 65

6 山形県 鈴木　紗絢 ジュリアスラヴィー 17

7 東京都 松本　菜那 ゴールドファイブ 46

8 福岡県 仁田原　知毅 ザローマ 148

9 岐阜県 大野　暢子 ヴィゴー 86

10 大阪府 横田　未来 シェルメアー 100

11 埼玉県 竹下　菜月 シスターベルナール 38

12 宮崎県 磯野　太 トゥインクルデート 159

13 広島県 亀水　豪 スプラッシュ 122

14 熊本県 麻生　浩太朗 蕾 152

15

鹿児島県

高田　翔吾 ディナスティ 164

16 滋賀県 松水　優斗 クラシックオーマン 90

17 香川県 大西　徹平 Jボーイ 128

18 群馬県 腰高　知己 ウィリーウォンカ 33

19 鳥取県 原　雅貴 ケンシロウ 112

20 愛媛県 大塚　碧 オレンジヴァン 138

21 静岡県 上野　きり スノーウィーリバーⅡ 74

22 山口県 柳川　日向子 ヘーゼルブロックリリー 125

23 岩手県 菅原　優輔 キャプテンユー 8

24

和歌山県

三村　勇人 モカ 109

25 北海道 楫川　徳都 桜宝珠 7

所要時間

馬匹

番号

落下加算

秒数

第第第第５５５５競技競技競技競技　　　　少少少少　　　　　　　　年年年年　　　　スピードアンドハンディネススピードアンドハンディネススピードアンドハンディネススピードアンドハンディネス競技競技競技競技

順位

出場

番号

都道府県

選　手　名 馬　　名

時間合計



１０月１７日（金）　１４：３０～　　（下見予定時間　１４：１０　～　１４：２５）

1 岡山県 西崎　充郎 アティラバンエッセン 115

2 香川県 岡田　将吾 スピリタス 132

3 兵庫県 田中　和真 ズラタン 101

4 三重県 伊藤　由晃 アナザービアー 84

5 広島県 眞田　凌 ヴェーナS 120

6 埼玉県 西塚　重二 ブラックボーイ 35

7 京都府 瀬口　勝久 オレニツイテコイ 93

8 宮城県 鈴木　智明 フリーデンティアモ 12

9 岩手県 佐藤　改 ハロー・リズム 9

10

神奈川県

向島　久雄 アリオン 54

11 福井県 吉村　英喜 カレーニア・トゥーイズ 70

12 福岡県 飯田　洋一郎 ゼンノスウィング 145

13 徳島県 片山　淳 ロイヤルクラス 134

14 山形県 関　智哉 シーマ・アレス 21

15 岐阜県 吉田　裕之 プリンセス・ネーブル 87

16 茨城県 仙波　勇 アラモードZ 29

17 東京都 細野　茂之 将軍Ⅰ 48

18 島根県 松尾　治彦 ワクワクロード 113

19 長崎県 大久保　正輝 Nオマー 168

20 宮崎県 福永　拓也 ビ・ホールデン 157

21

鹿児島県

春田　裕介 ケレシン　パイレーツ 163

22 奈良県 岩館　正彦 クラシック　リアクション 106

23 富山県 竹田　浩志 オダン 66

24 熊本県 渕上　裕仁 デラーゴ 154

25 北海道 楠木　貴成 ケンデリーワシントン 1

第第第第６６６６競技競技競技競技　　　　成年男子成年男子成年男子成年男子　　　　ダービーダービーダービーダービー競技競技競技競技

出場

番号

都道府県

選　手　名 馬　　名

馬匹

番号

所要時間

減点 順位



１０月１８日（土）　９：００～

Ｅ Ｈ Ｃ Ｍ Ｂ

1 大阪府 杉谷　幾里 ドゥプロ 99

2 北海道 米本　晃子 ヴァクリボリィ 2

3 秋田県 山崎　詩乃 プリンス　ノワール 16

4 大分県 波津久　華奈 ドガ 155

5 岡山県 中田　晴香 エジスター 117

6

神奈川県

杉山　春恵 エドワードエクリュ 51

7 奈良県 中村　公子 メープルⅡ 107

8 愛知県 柘植　茉利子 フェリーニ 81

9 長崎県 小山　香 Nリリアーノ 174

10 福井県 天谷　幸枝 ル・ドンSP 73

11 香川県 安田　小都子 アンヴローズI 131

12 福島県 杉本　晃美 トベリスク 22

13 東京都 高田　茉莉亜 ロリオット 50

順位

第第第第７７７７競技競技競技競技　　　　成年女子成年女子成年女子成年女子　　　　馬場馬術競技馬場馬術競技馬場馬術競技馬場馬術競技　　　　

出場

番号

都道府県

選　手　名 馬　　名

馬匹

番号

審 判 員 採 点（％）

合計

得点

率



１０月１８日（土）　馬場馬術　１２：３０～

１０月１９日（日）　障害飛越　１５：０５～　（下見予定時間　１４：５０　～　１５：００）

1 長崎県 龍田　太朗 Nアコード 167

2 福島県 神保　太希 フレンドシップ 27

3 北海道 楠木　貴成 ケンデリーワシントン 1

4

和歌山県

本田　恵士 ユニックO 108

5 宮崎県 石川　一成 ボスポラス 160

6 熊本県 金子　慎吾 ブルーイレヴン 153

7 埼玉県 西塚　重二 ヴィレリ 36

8 香川県 宮本　典幸 オーディーン 130

9 滋賀県 谷口　真一 コーネット 89

10 兵庫県 田中　和真 ズラタン 101

11 三重県 中村　勇 ケアフル 83

12 静岡県 浅川　晴央 リオン 77

13 福岡県 仁田原　志起 ザローマ 148

14

鹿児島県

春田　裕介 ケレシン　パイレーツ 163

15 徳島県 片山　淳 ロイヤルクラス 134

16 岩手県 山口　勝也 キャプテンユー 8

17 東京都 細野　茂之 将軍Ⅰ 48

18 山口県 山口　晋也 アイラン・デボア 123

19

神奈川県

武重　幸喜 エル・ヴィエント 52

順位

減点

減点合計

第第第第８８８８競技競技競技競技　　　　成年男子成年男子成年男子成年男子　　　　国体総合馬術競技国体総合馬術競技国体総合馬術競技国体総合馬術競技　　　　

出場

番号

都道府県

選　手　名 馬　　名

馬匹

番号

馬場馬術 障害飛越

減点



１０月１８日（土）　９：００～　（下見予定時間　８：４０　～　８：５５）

1 北海道 宮永　美寿津 ケンデリーワシントン 1

2 富山県 山野　千春 チョコレートソルジャー 67

3 愛媛県 正岡　光代 オレンジシャルル 139

4 茨城県 土田　静佳 アラモードZ 29

5 徳島県 豊永　千帆 セイル・ノルベルト 137

6 広島県 成瀬　亜紀子 スプラッシュ 122

7 三重県 中村　洋子 ケアフル 83

8

和歌山県

平原　枝里香 モカ 109

9 福岡県 佐治　友愛 ヴェルヴェットガール 146

10 宮崎県 茜ヶ久保　知佳 ブライトステージ 158

11 石川県 江田　しおり スピロウ 68

12 大分県 工藤　幸子 ベルトゥリー・ビュー 156

13 岩手県 渡邉　咲 ハロー・リズム 9

14 兵庫県 平井　亜依 セルヴィス 102

15 秋田県 岩田　絵美 アプリコットB 15

16 長野県 増田　真七海 ドン　コサック 64

17 東京都 小峰　姫織 ゴールドファイブ 46

18 山口県 大谷　智美 ヘーゼルブロックリリー 125

19 福島県 角田　美優 ミュルサンヌ 28

20

鹿児島県

上村　まゆみ ケレシン　パイレーツ 163

21 長崎県 岩倉　由佳 桜鍛 172

22 滋賀県 谷口　しおり クラシックオーマン 90

23 鳥取県 山林　真由美 マスカダイン 111

24 愛知県 磯村　佳美 スターキー 82

馬　　名 順位

馬匹

番号

所要時間

減点

出場

番号

都道府県

選　手　名

第第第第９９９９競技競技競技競技　　　　成年女子成年女子成年女子成年女子　　　　ダービーダービーダービーダービー競技競技競技競技



１０月１８日（土）　１１：０５～　（下見予定時間　１０：５０　～　１１：００）

所要時間 減点合計

1 京都府 小牧　加矢太 オレニツイテコイ 93

2 宮城県 松永　佳子 フリーデンティアモ 12

3 沖縄県 根岸　道 クララアワー 166

4 大阪府 川合　正育 ピコロ 97

5

神奈川県

古市　英莉伽 アンシェーヌ 53

6 福岡県 吉田　篤史 ゴールデンフラッグ 147

7 香川県 大西　徹平 Jボーイ 128

8 石川県 辻　加武斗 ジョシュア 69

9 千葉県 林　美伽 テレキシオ 40

10 福島県 杉本　葵生 コンエアー 25

11 熊本県 吉永　一篤 デラーゴ 154

12 岡山県 中島　夏樹 アティラバンエッセン 115

13 岐阜県 大野　暢子 ヴィゴー 86

14 静岡県 青木　寛征 ロイヤルズサン 80

15 新潟県 小林　天馬 トカス 57

16 北海道 広瀬　楓 ホワイトマーブル 5

17 奈良県 木本　雛 エストレジャ 104

18 山口県 織田　春花 ラベンダーブルー 124

19 山形県 鈴木　紗絢 ジュリアスラヴィー 17

20 長崎県 大久保　美沙 Nテックス 170

21 長野県 山下　大貴 ノヴォダマスコ 63

22 愛媛県 本田　成美 オレンジシャルル 139

23 広島県 竹原　優花 ウィッシュ 121

24 茨城県 吉澤　駿 アレキサンダーZ 30

25 宮崎県 日髙　茉璃亜 ボスポラス 160

26 東京都 大久保　渓 キックインザクラウド 45

出場

番号

第第第第１０１０１０１０競技競技競技競技　　　　少少少少　　　　　　　　年年年年　　　　標準障害飛越競技標準障害飛越競技標準障害飛越競技標準障害飛越競技

順位

馬匹

番号

都道府県

ジャンプオフ

選　手　名

減点合計所要時間

馬　　名



１０月１８日（土）　１３：０５～　（下見予定時間　１２：４５　～　１３：００）

1 群馬県 梶間　啓一 ウィリーウォンカ 33

2 静岡県 佃　日出彦 アビゲイル 75

3 岡山県 木庭　祥志 バルーベファンデブルフト 116

4 福岡県 中本　譲 テキーラサンライズ 144

5 熊本県 樫山　健吾 蕾 152

6 宮城県 鈴木　嘉憲 カドル 13

7 福島県 吉田　学人 ジルヴァーナ 24

8 新潟県 小泉　智史 ジョーカーヴィラファル 56

9 京都府 竹内　彰秀 チアーズ 92

10 徳島県 片山　篤 ゼンブラ 135

11 長野県 佐藤　賢希 美虎 61

12 岐阜県 吉田　裕之 プリンセス・ネーブル 87

13

神奈川県

武重　幸喜 エル・ヴィエント 52

14 福井県 吉村　英喜 シュバイツアー 71

15 東京都 梅田　敬仁 将軍Ⅰ 48

16 奈良県 岡村　実 スパイカー 103

17

鹿児島県

東郷　正也 エルエー 162

18 宮崎県 福永　拓也 ビ・ホールデン 157

19 長崎県 飯島　啓介 Nラッキーボーイ 169

20 北海道 広瀬　祥吾 ウーター 4

21 千葉県 福島　大輔 オンブレ・サーティーン 42

22 大阪府 杉谷　泰造 アルマーニ 94

23 広島県 苅谷　幸生 アンタレスⅠ 119

24 香川県 岡田　将吾 スピリタス 132

馬　　名

所要時間

馬

匹

番

号

落下加算

秒数

時間合計

第第第第１１１１１１１１競技競技競技競技　　　　成年男子成年男子成年男子成年男子　　　　スピードアンドハンディネススピードアンドハンディネススピードアンドハンディネススピードアンドハンディネス競技競技競技競技

順　　位

出場

番号

県　名 選　手　名



出場

番号

北海道

福島県

群馬県

埼玉県

新潟県

岐阜県

兵庫県

山口県

愛媛県

福岡県

宮崎県

長崎県

128 9 10 111 2 3 4 5 6 7

１０月１８日（土）　

１回戦・準々決勝　

171

１０月２０日（月）

準決勝・決勝

古賀　幹也 永尾　晃 山本　瑞穂

Nリープラヴィーネ

147

磯野　太 日髙　茉璃亜
トゥインクルデート

159

吉田　篤史 仁田原　知毅 菊竹　寛太

ゴールデンフラッグ

126

本田　成美 安川　真心 大塚　碧
オレンジシャルル

139

爲永　みずき 織田　春花 フィオ

88

垂脇　昂祐 藤原　彩香 セルヴィス 102

中河　だりあ 大野　暢子 飯田　健一朗 アンク

38

井原　千尋 渡辺　臨 小林　天馬 ブラックピーク 58

竹下　菜月 武道　芙祐

シスターベルナール

27

荒木　寛樹 越雲　千春 腰高　知己 ノアパンチ 34

鈴木　駿 杉本　葵生 杉本　瑞生 フレンドシップ

番号

山畠　龍一郎 小山　達平 楫川　徳都 桜宝珠 7

第第第第１２１２１２１２競技  少年  団体障害飛越競技競技  少年  団体障害飛越競技競技  少年  団体障害飛越競技競技  少年  団体障害飛越競技

１０月１８日（土）　１回戦・準々決勝　　１５：００～　（下見予定時間　１４：４０～１４：５５）

１０月２０日（月）　準決勝・決勝　　　　１１：１０～　（下見予定時間　１０：５５～１１：０５）

都道府県 選　手　名 選　手　名 選　手　名 馬　名

馬匹



　　　　　　　　１０月１８日（土）　１５：００～　（下見予定時間　１４：４０　～　１４：５５）

出場

番号

都道府県 選　手　名 馬　　　名 タイム

タイム

減点

障害

減点

失権

減点

減点

合計

順位

出場

番号

都道府県 選　手　名 馬　　　名 タイム

タイム

減点

障害

減点

失権

減点

減点

合計

順位

出場

番号

都道府県 選　手　名 馬　　　名 タイム

タイム

減点

障害

減点

失権

減点

減点

合計

順位

出場

番号

都道府県 選　手　名 馬　　　名 タイム

タイム

減点

障害

減点

失権

減点

減点

合計

順位

（第４試合）

馬匹

番号

（第２試合）

馬匹

番号

（第３試合）

馬匹

番号

第第第第１２１２１２１２競技-1競技-1競技-1競技-1　　　　少少少少　　　　　　　　年年年年　　　　団体障害飛越競技団体障害飛越競技団体障害飛越競技団体障害飛越競技　　　　対戦表対戦表対戦表対戦表

(　１回戦　)

（第１試合）

馬匹

番号



　　　　　　　　１０月１8日（土）

規定時間　　　　秒　　　制限時間　　　　秒

出場

番号

都道府県 選　手　名 馬　　　名 タイム

タイム

減点

障害

減点

失権

減点

減点

合計

順位

出場

番号

都道府県 選　手　名 馬　　　名 タイム

タイム

減点

障害

減点

失権

減点

減点

合計

順位

出場

番号

都道府県 選　手　名 馬　　　名 タイム

タイム

減点

障害

減点

失権

減点

減点

合計

順位

出場

番号

都道府県 選　手　名 馬　　　名 タイム

タイム

減点

障害

減点

失権

減点

減点

合計

順位

（第４試合）

馬匹

番号

（第２試合）

馬匹

番号

（第３試合）

馬匹

番号

(　準々決勝　)

（第１試合）

馬匹

番号

第第第第１２１２１２１２競技-1競技-1競技-1競技-1　　　　少少少少　　　　　　　　年年年年　　　　団体障害飛越競技団体障害飛越競技団体障害飛越競技団体障害飛越競技　　　　対戦表対戦表対戦表対戦表



　　　　　　　　１０月２０日（月）　１１：１０～　（下見予定時間　１０：５５　～　１１：０５）

出場

番号

都道府県 選　手　名 馬　　　名 タイム

タイム

減点

障害

減点

失権

減点

減点

合計

順位

出場

番号

都道府県 選　手　名 馬　　　名 タイム

タイム

減点

障害

減点

失権

減点

減点

合計

順位

　　　　　　　　１０月２０日（月）

規定時間　　　　秒　　　制限時間　　　　秒

出場

番号

都道府県 選　手　名 馬　　　名 タイム

タイム

減点

障害

減点

失権

減点

減点

合計

順位

第第第第１２１２１２１２競技-2競技-2競技-2競技-2　　　　少少少少　　　　　　　　年年年年　　　　団体障害飛越競技団体障害飛越競技団体障害飛越競技団体障害飛越競技　　　　対戦表対戦表対戦表対戦表

(　準決勝　)

（第１試合）

馬匹

番号

（第２試合）

馬匹

番号

馬匹

番号

第第第第１２１２１２１２競技-2競技-2競技-2競技-2　　　　　　　　少少少少　　　　　　　　年年年年　　　　団体障害飛越競技団体障害飛越競技団体障害飛越競技団体障害飛越競技　　　　対戦表対戦表対戦表対戦表

(　決勝　)



１０月１９日（日）　９：００～

Ｅ Ｈ Ｃ Ｍ Ｂ

1 福岡県 高瀬　秀平 レゲンデール 143

2 福井県 吉村　喜信 ル・ドンSP 73

3 岡山県 原田　喜市 エジスター 117

4 岩手県 齊藤　圭介 チャンピオンS 11

5 福島県 杉本　隆雄 トベリスク 22

6 長崎県 武智　一秀 ロスマリナN 175

7 奈良県 露﨑　康弘 ドミナス 105

8 大阪府 川西　勝三 デルフィノ 96

9 北海道 林　伸伍 ヴァクリボリィ 2

10 香川県 安田　一彦 アンヴローズI 131

11

神奈川県

前田　諭志 エドワードエクリュ 51

12 東京都 下田　晃裕 ロリオット 50

13 静岡県 浅川　晴央 ユニコ 79

合計

得点

率

順位

第第第第１３１３１３１３競技競技競技競技　　　　成年男子成年男子成年男子成年男子　　　　自由演技馬場馬術競技自由演技馬場馬術競技自由演技馬場馬術競技自由演技馬場馬術競技　　　　

出場

番号

都道府県

選　手　名 馬　　名

馬匹

番号

審 判 員 採 点（％）



１０月１９日（日）　９：００～　（下見予定時間　８：４５　～　８：５５）

1 福岡県 小室　かりん テキーラサンライズ 144

2 千葉県 木村　早希子 オンブレ・サーティーン 42

3 岐阜県 飯田　健一朗 アンク 88

4 徳島県 井村　恵里 セイル・ノルベルト 137

5 静岡県 青木　寛征 ロイヤルズサン 80

6

鹿児島県

本　ひかり レイナブランカ 165

7 熊本県 麻生　浩太朗 蕾 152

8 奈良県 木本　雛 エストレジャ 104

9 宮崎県 日髙　茉璃亜 ブライトステージ 158

10 長野県 中村　瑠佳 スーパーチョコ 65

11 茨城県 吉澤　駿 アレキサンダーZ 30

12

神奈川県

霜島　果月 アリオン 54

13 宮城県 山下　大輝 ハロードリー 14

14 東京都 冨永　弥玖 ジュリアス・ファータ 47

15 長崎県 永尾　晃 Nリープラヴィーネ 171

16 新潟県 小林　天馬 トカス 57

17 広島県 竹原　優花 ウィッシュ 121

18 京都府 小牧　加矢太 オレニツイテコイ 93

19 福井県 西新居　愛乃 ウィステリアフィールド 72

20 福島県 杉本　瑞生 ラティンラバー 26

21 山口県 織田　春花 ラベンダーブルー 124

22 北海道 小山　達平 クラリッサ 6

23 大阪府 川合　正育 ピコロ 97

24 香川県 秦　辰也 ロメオ・レジェンダ 133

25 山形県 井上　永久 トゥーランドット 20

出場

番号

都道府県

選　手　名 馬　　名 順位

馬匹

番号

第２段階第１段階

時間

減点

所要

時間

所要

時間

時間

減点

第第第第１４１４１４１４競技競技競技競技　　　　少少少少　　　　　　　　年年年年　　　　二段階障害飛越競技二段階障害飛越競技二段階障害飛越競技二段階障害飛越競技



１０月１９日（日）　１０：５０～　（下見予定時間　　１０：３５　～　１０：４５）

所要時間 減点合計

1 香川県 磯　和花奈 Jボーイ 128

2 徳島県 片山　志保 エルドゥオール 136

3 山口県 重枝　佑佳 ライブワイヤー 127

4 富山県 山野　千春 チョコレートソルジャー 67

5 北海道 宮永　美寿津 サニーHV 3

6 東京都 小峰　姫織 カムラウドZ 44

7 佐賀県 坂田　有佳里 ラカント 149

8 静岡県 川口　雅美 セルシオーレ 76

9 滋賀県 谷口　しおり クラシックオーマン 90

10 千葉県 森田　佑梨子 オフザロード 41

11 熊本県 樫山　望海 蕾 152

12 長崎県 岩倉　由佳 Nラッキーボーイ 169

13 栃木県 広田　思乃 ししまる 31

14 埼玉県 酒井　彩 ヴィレリ 36

15 山形県 川島　雅子 シーマ・アレス 21

16 岐阜県 岡田　有里 リトル・リリー 85

17

鹿児島県

原田　いずみ ディナスティ 164

18 京都府 泉　早也圭 チアーズ 92

19 奈良県 岡村　恵美子 スパイカー 103

20 宮城県 柿澤　小夜子 フリーデンティアモ 12

21 長野県 佐藤　泰 如意 62

22 福岡県 古川　芙三子 ヴェルヴェットガール 146

23 福井県 政兼　実佳 シュバイツアー 71

24 岩手県 黒須　晴子 アドマイヤブライト 10

25 鳥取県 山本　小百合 ロゼⅠ 110

都道府県

ジャンプオフ

選　手　名

減点合計所要時間

馬　　名

出場

番号

第第第第１５１５１５１５競技競技競技競技　　　　成年女子成年女子成年女子成年女子　　　　標準障害飛越競技標準障害飛越競技標準障害飛越競技標準障害飛越競技

順位

馬匹

番号



１０月１９日（日）　１３：１０～　（下見予定時間　１２：５０　～　１３：０５）

○ 木本　雛 エストレジャ 104

● 中村　大樹 クラシック　リアクション 106

○ 竹原　優花 ウィッシュ 121

● 亀水　豪 スプラッシュ 122

○ 道傳　洸介 ウィステリアフィールド 72

● 西新居　愛乃 シュバイツアー 71

○ 大久保　渓 キックインザクラウド 45

● 松本　菜那 ゴールドファイブ 46

○ 山下　大貴 ドン　コサック 64

● 中村　瑠佳 スーパーチョコ 65

○ 柳川　日向子 ヘーゼルブロックリリー 125

● 爲永　みずき フィオ 126

○ 小室　かりん テキーラサンライズ 144

● 古野　博人 ゼンノスウィング 145

○ 鈴木　紗絢 ジュリアスラヴィー 17

● 井上　永久 トゥーランドット 20

○ 林　美伽 テレキシオ 40

● 木村　早希子 オンブレ・サーティーン 42

○ 古市　英莉伽 アンシェーヌ 53

● 霜島　果月 アリオン 54

○ 大久保　美沙 Nテックス 170

● 柿平　紗枝 ジョレイ 173

○ 広瀬　楓 ホワイトマーブル 5

● 楫川　徳都 桜宝珠 7

○ 川合　正育 ピコロ 97

● 横田　未来 シェルメアー 100

○ 本　ひかり レイナブランカ 165

● 高田　翔吾 エルエー 162

○ 青木　寛征 ロイヤルズサン 80

● 渡邉　大治郎 ボンジョビⅠ 78

○ 藤本　貴成 ダイムラー 151

● 麻生　浩太朗 蕾 152

○ 武道　芙祐 ラタミールタリトー 37

● 竹下　菜月 シスターベルナール 38

○ 垂脇　昂祐 ズラタン 101

● 藤原　彩香 セルヴィス 102

○ 岡林　蘭丸 ウィンディーズシャーク 141

● 村上　亞彌 バガボンド 142

○ 大西　徹平 Jボーイ 128

● 中条　新志 ロメオ・レジェンダ 133

○ 吉田　まなみ プリンセス・ネーブル 87

● 飯田　健一朗 アンク 88

出場

番号

都道府県

馬　　名

奈良県

福井県

広島県

第第第第１６１６１６１６競技競技競技競技　　　　少少少少　　　　　　　　年年年年　　　　リレーリレーリレーリレー競技競技競技競技

落下加算

秒数

時間合計 順位

10

東京都4

山形県

千葉県

神奈川県

3

6

7

9

所要時間

馬匹

番号

選　手　名

1

2

20

21

長崎県

19

15

16

17

18

11

12

13

14

長野県

山口県

福岡県

8

5

北海道

大阪府

鹿児島県

岐阜県

静岡県

熊本県

埼玉県

兵庫県

高知県

香川県



１０月２０日（月）　９：００～

Ｅ Ｈ Ｃ Ｍ Ｂ

1 秋田県 山上　楓 プリンス　ノワール 16

2 愛媛県 安川　真心 オレンジオペレッタ 140

3 長崎県 柿平　紗枝 ロスマリナN 175

4 大阪府 大野　順也 デルフィノ 96

5 佐賀県 古賀　千尋 アポロンディーロ 150

6 福井県 村上　寧音 ル・ドンSP 73

7 静岡県 荒木　梨花 ユニコ 79

8 岡山県 井上　勇一 ウルティモSTV 114

9 千葉県 牛頭　未彩紀 ビッツェル 43

10 奈良県 新関　加奈 ドミナス 105

11 東京都 駒場　勇紀 マノレッテ 49

第第第第１７１７１７１７競技競技競技競技　　　　少少少少　　　　　　　　年年年年　　　　自由演技馬場馬術競技自由演技馬場馬術競技自由演技馬場馬術競技自由演技馬場馬術競技　　　　

出場

番号

都道府県

選　手　名 馬　　名

馬匹

番号

審 判 員 採 点（％）

合計

得点

率

順位



１０月２０日（月）　９：００～　（下見予定時間　８：４０　～　８：５５）

所要時間 減点合計

1 北海道 広瀬　祥吾 ウーター 4

2 岐阜県 可児　忠義 ヴィゴー 86

3 埼玉県 西塚　建二 ブラックボーイ 35

4 徳島県 片山　篤 ゼンブラ 135

5 栃木県 広田　龍馬 ししまる 31

6 千葉県 林　義昌 キャリーズサン 39

7 大阪府 杉谷　泰造 アルマーニ 94

8 福島県 吉田　賢人 ワリビ 23

9 京都府 新東　遊行 コナー 91

10 新潟県 小泉　智史 ジョーカーヴィラファル 56

11 宮城県 鈴木　嘉憲 カドル 13

12 滋賀県 谷口　真一 コーネット 89

13 山形県 二位関　尭 キュートボーイ 19

14 香川県 松永　大 ワイヴァーン 129

15 長野県 小林　義彦 クワンドー 60

16

鹿児島県

村岡　一孝 フレーゲルZ 161

17 長崎県 龍田　太朗 Nアコード 167

18 富山県 竹田　浩志 オダン 66

19 広島県 佐藤　浩之 フォーラン 118

20 静岡県 川口　大輔 セルシオーレ 76

21 東京都 宇都宮　誉司 カムラウドZ 44

出場

番号

第第第第１８１８１８１８競技競技競技競技　　　　成年男子成年男子成年男子成年男子　　　　標準障害飛越競技標準障害飛越競技標準障害飛越競技標準障害飛越競技

順位

馬匹

番号

都道府県

ジャンプオフ

選　手　名

減点合計所要時間

馬　　名



１０月２０日（月）　１３：０５～　（下見予定時間　１２：４５　～　１３：００）

1 鳥取県 山林　真由美 マスカダイン 111

2 静岡県 川口　雅美 セルシオーレ 76

3 兵庫県 平井　亜依 セルヴィス 102

4 秋田県 岩田　絵美 アプリコットB 15

5 広島県 眞田　舞 ヴェーナS 120

6 徳島県 豊永　千帆 セイル・ノルベルト 137

7 北海道 中垣　彩也加 サニーHV 3

8 栃木県 広田　思乃 ししまる 31

9 新潟県 徳田　絵美 ジョーカーヴィラファル 56

10 香川県 磯　和花奈 Jボーイ 128

11 山口県 猪俣　亜理沙 ラベンダーブルー 124

12 千葉県 森田　佑梨子 オフザロード 41

13 宮城県 柿澤　小夜子 ハロードリー 14

14 長野県 増田　真七海 ノヴォダマスコ 63

15 大阪府 伊藤　千恵 バーデン・バーデン 98

16 山形県 淵上　夏澄美 トゥーランドット 20

17 愛知県 磯村　佳美 スターキー 82

18 宮崎県 川下　祥子 ビ・ホールデン 157

19

鹿児島県

上村　まゆみ エルエー 162

20 福井県 天谷　幸枝 ウィステリアフィールド 72

21 長崎県 龍田　佳野 Nラッキーボーイ 169

22

和歌山県

平原　枝里香 モカ 109

23 福岡県 迫井　雅子 テキーラサンライズ 144

24 東京都 山口　真奈 ジュリアス・ファータ 47

25 熊本県 竹原　彩香 ダイムラー 151

26 山梨県 荻原　麻里 カッサーノ 55

順位

出場

番号

都道府県

選　手　名 馬　　名 得点 走行時間

馬匹

番号

第第第第１９１９１９１９競技競技競技競技　　　　成年女子成年女子成年女子成年女子　　　　トップスコアトップスコアトップスコアトップスコア競技競技競技競技



１０月２０日（月）　１５：０５～　（下見予定時間　１４：４５　～　１５：００）

1 岩手県 菅原　優輔 ハロー・リズム 9

2 福島県 鈴木　駿 ミュルサンヌ 28

3 三重県 谷　千明 アナザービアー 84

4 福岡県 菊竹　寛太 ヴェルヴェットガール 146

5

鹿児島県

高田　翔吾 レイナブランカ 165

6 栃木県 新井　聖礼 イオレク・バーニソン 32

7 岡山県 中島　夏樹 アティラバンエッセン 115

8 長崎県 古賀　幹也 桜鍛 172

9 高知県 岡林　蘭丸 ウィンディーズシャーク 141

10 埼玉県 武道　芙祐 ラタミールタリトー 37

11 熊本県 吉永　一篤 デラーゴ 154

12 愛媛県 本田　成美 オレンジシャルル 139

13 長野県 山下　大貴 ドン　コサック 64

14

神奈川県

霜島　果月 アリオン 54

15 兵庫県 藤原　彩香 セルヴィス 102

16 宮崎県 磯野　太 トゥインクルデート 159

17 岐阜県 吉田　まなみ プリンセス・ネーブル 87

18 山口県 柳川　日向子 ヘーゼルブロックリリー 125

19 群馬県 腰高　知己 ウィリーウォンカ 33

20 広島県 亀水　豪 スプラッシュ 122

21 滋賀県 松水　優斗 クラシックオーマン 90

22 宮城県 山下　大輝 ハロードリー 14

23 奈良県 中村　大樹 クラシック　リアクション 106

24 北海道 広瀬　楓 ホワイトマーブル 5

順位

馬匹

番号

所要時間

減点

出場

番号

都道府県

選　手　名

第第第第２０２０２０２０競技競技競技競技　　　　少少少少　　　　　　　　年年年年　　　　ダービーダービーダービーダービー競技競技競技競技

馬　　名



１０月２１日（火）　９：００～

Ｅ Ｈ Ｃ Ｍ Ｂ

1 北海道 米本　晃子 ヴァクリボリィ 2

2 奈良県 中村　公子 メープルⅡ 107

3 新潟県 徳田　絵美 ヴェスレイ 59

4 長崎県 小山　香 Nリリアーノ 174

5 香川県 安田　小都子 アンヴローズI 131

6 岡山県 中田　晴香 エジスター 117

7

神奈川県

杉山　春恵 エドワードエクリュ 51

8 秋田県 山崎　詩乃 プリンス　ノワール 16

9 福島県 杉本　晃美 トベリスク 22

10 大阪府 杉谷　幾里 ドゥプロ 99

11 東京都 高田　茉莉亜 マノレッテ 49

12 静岡県 浅川　やゑ美 ユニコ 79

審 判 員 採 点（％）

合計

得点

率

順位

第第第第２１２１２１２１競技競技競技競技　　　　成年女子成年女子成年女子成年女子　　　　自由演技馬場馬術競技自由演技馬場馬術競技自由演技馬場馬術競技自由演技馬場馬術競技　　　　

出場

番号

県　名 選　手　名 馬　　名

馬匹

番号



１０月２１日（火）　９：００～　（下見予定時間　　８：４０　～　８：５５）

1 愛知県 渡邉　真子 スターキー 82

2 熊本県 藤本　貴成 ブルーイレヴン 153

3 大分県 神田　裕太朗 ベルトゥリー・ビュー 156

4 北海道 小山　達平 桜宝珠 7

5 香川県 秦　辰也 ロメオ・レジェンダ 133

6

神奈川県

古市　英莉伽 アンシェーヌ 53

7 栃木県 新井　聖礼 イオレク・バーニソン 32

8 鳥取県 原　雅貴 ケンシロウ 112

9 山形県 髙橋　栄里花 トゥーランドット 20

10 石川県 辻　加武斗 ジョシュア 69

11 広島県 吉田　彩乃 ヴェーナS 120

12 千葉県 林　美伽 テレキシオ 40

13 山口県 爲永　みずき フィオ 126

14 愛媛県 大塚　碧 オレンジヴァン 138

15 大阪府 横田　未来 シェルメアー 100

16 東京都 大久保　渓 キックインザクラウド 45

17 福島県 杉本　葵生 コンエアー 25

18

鹿児島県

本　ひかり エルエー 162

19

和歌山県

三村　勇人 モカ 109

20 静岡県 上野　きり スノーウィーリバーⅡ 74

21 兵庫県 垂脇　昂祐 ズラタン 101

22 新潟県 井原　千尋 ブラックピーク 58

23 長崎県 古賀　幹也 Nラッキーボーイ 169

24 長野県 北沢　加奈 クワンドー 60

25 宮城県 松永　佳子 フリーデンティアモ 12

26 福岡県 菊竹　寛太 ヴェルヴェットガール 146

順位

出場

番号

都道府県

選　手　名 馬　　名 得点 走行時間

馬匹

番号

第第第第２２２２２２２２競技競技競技競技　　　　少少少少　　　　　　　　年年年年　　　　トップスコアトップスコアトップスコアトップスコア競技競技競技競技



１０月２１日（火）　１０：４５～　（下見予定時間　　１０：３０　～　１０：４０）

1 熊本県 緒田　雅彦 ダイムラー 151

2 大阪府 川合　善大 チャネル 95

3

鹿児島県

村岡　一孝 フレーゲルZ 161

4 千葉県 林　義昌 キャリーズサン 39

5 高知県 小山　創 ウィンディーズシャーク 141

6 岡山県 木庭　祥志 バルーベファンデブルフト 116

7 長野県 小林　義彦 クワンドー 60

8 静岡県 川口　大輔 セルシオーレ 76

9 長崎県 大久保　正輝 Nアコード 167

10 広島県 苅谷　幸生 アンタレスⅠ 119

11 山形県 秋葉　友勝 キュートボーイ 19

12 岐阜県 可児　忠義 アンク 88

13 山梨県 甲斐　琢磨 カッサーノ 55

14 北海道 梁川　正重 クラリッサ 6

15 沖縄県 茂木　正徳 クララアワー 166

16 香川県 松永　大 ワイヴァーン 129

17 栃木県 増山　治夫 イオレク・バーニソン 32

18 群馬県 梶間　啓一 ウィリーウォンカ 33

19 京都府 新東　遊行 コナー 91

20

和歌山県

本田　恵士 ユニックO 108

21 新潟県 小田　直明 トカス 57

22 福井県 政兼　隆 カレーニア・トゥーイズ 70

23 福島県 吉田　賢人 ワリビ 23

出場

番号

走行時間

馬匹

番号

順位

都道府県

第第第第２３２３２３２３競技競技競技競技　　　　成年男子成年男子成年男子成年男子　　　　六段障害飛越競技六段障害飛越競技六段障害飛越競技六段障害飛越競技

選　手　名 馬　　名 得点


