
第33回　キャロットステークス出番表  2012/10/21（日）

ポケット ドレッサージュアリーナ

⑬第３課目2009A　【25】一般班

番号 Open

選手名 馬名 所属 班

1 後藤　寛佳 リアルヴィジョン 早稲田大学 25

2 石渡　可納子 ブラブ・モンブレイ 日本獣医生命科学大学 25

3 古谷　晃一 セブンスアンコール 中島トニアシュタール 25

4 服部　浩子 ヴァイス フジホースライディングクラブ 25

5 田中　良治郎 ナイトウィン 八王子乗馬倶楽部 25

6 本山　正樹 マキシマム 乗馬クラブ　クレイン東京 25

7 藤木　雅子 ジークフリート 乗馬クラブ アリサ 25

休憩 05'00''

8 鈴木　寧 セブンスアンコール 中島トニアシュタール 25

⑭第４課目　【26】 9 井口　佳子 ヴァイス フジホースライディングクラブ 25

番号 Open

選手名 馬名 所属 班 10 中西　裕子 マキシマム 乗馬クラブ　クレイン東京 25

1 福住　公祐 リアルヴィジョン 早稲田大学 26 11 佐伯　圭一 ニコラス 中島トニアシュタール 25

2 柳田　智子 トレーツェン 乗馬クラブ　クレイン東京 26 12 飯多　亮 パンナシュクル ウィッシュホースコミュニケーションズ 25

3 渥美　好永 フィエルテ 法政大学馬術部 26 13 鈴木　敦子 タヤスエイト フジホースライディングクラブ 25

4 太田　茜 ブラブ・モンブレイ 日本獣医生命科学大学 26 14 庄司　文雄 パワーファイター 乗馬クラブ　クレイン東京 25

審判交代 休憩 10'00''

15 齋藤　瑞穂 キゼンラック 乗馬クラブ アリサ 25

16 清水　康佑 スズカトップ 東京農業大学 25

17 園部　由香里 ライデン 乗馬クラブ　クレイン東京 25

18 鈴木　寧 ヒカルライアン 中島トニアシュタール 25

19 志村　明日奈 ウィンクルム 乗馬クラブ アリサ 25

20 本山　恵子 トレーツェン 乗馬クラブ　クレイン東京 25

⑰第３課目2009B　【33】一般班　【34】ジュニア班　【35】JBG班 休憩・ハロー(ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｭｱﾘｰﾅのみ11：27～42) 20'00''

番号 Open

選手名 馬名 所属 班 21 古谷　晃一 ヒカルライアン 中島トニアシュタール 25

1 長江　守康 ジャッカル 乗馬クラブ　クレイン東京 33 22 田村　賀寿美 ジークフリート 乗馬クラブ アリサ 25

2 葉山　大旗 パワープレイ 立教新座高校馬術部 34 23 石川　善江 ヴァイス フジホースライディングクラブ 25

3 篠原　保行 ハヤカゼフリーデン 中島トニアシュタール 33 24 庄司　優子 ライデン 乗馬クラブ　クレイン東京 25

4 林　利樹 桐未来 筑波大学馬術部 33

5 石森　敦子 マシュー・マグ TOMOライディングクラブ 33 25 松井　則子 トラディション 座間近代乗馬クラブ 25

6 鎌田　夏実 ドルチェ 日本獣医生命科学大学 33 26 長江　守康 ジャッカル 乗馬クラブ　クレイン東京 25

7 青木　舞 桐菱 筑波大学馬術部 33 27 佐藤　治子 タヤスエイト フジホースライディングクラブ 25

8 大石　弥生 ロージー 座間近代乗馬クラブ 33

休憩 05'00''

9 鈴木　優子 ピカンテ 乗馬クラブ　クレイン茨城 33

10 佐伯　圭一 ハヤカゼフリーデン 日立国際電気 35

11 篠原　保行 ニコラス 中島トニアシュタール 33 ⑮第２課目　【27】一般班　【28】ジュニア班　【29】JBG班

12 加賀見　直子 雪桜　 学習院大学馬術部 33 番号 Open

選手名 馬名 所属 班

13 本山　正樹 マキシマム 乗馬クラブ　クレイン東京 33 1 大場　康史 桐菱 日本農産工業 29

14 鈴木　聖治 ハヤカゼフリーデン 中島トニアシュタール 33 2 唐沢　雛見 クロックワーク 座間近代乗馬クラブ 28 オープンスクエア

3 石田　和子 セブンスアンコール 中島トニアシュタール 27 ⑯部班　【30】一般班

15 久保田　朝賀 ビッツアンドピース 八王子乗馬倶楽部 34 4 金谷　知明 マーヴェリック 日本乗馬倶楽部 27 　【31】チルドレン班

16 島貫　咲雅 凱桜　 学習院大学馬術部 33 5 西川　朋希 ハルトヴィーク 座間近代乗馬クラブ 28 　【32】JBG班

休憩 10'00'' 6 篠原　保行 ニコラス 中島トニアシュタール 27

7 山本　彩織 法駿 法政大学馬術部 27 【30】一般班

17 佐藤　のぞみ タヤスエイト フジホースライディングクラブ 33 8 角谷　秋吉 クランマー ダァーモスタッド 27 Ⅰ組

18 赤間　史明 ダイイチミラクル 日本乗馬倶楽部 33 9 石田　和子 ヒカルライアン 中島トニアシュタール 27

19 川村　裕樹 澄桜 学習院大学馬術部 33 休憩 05'00'' 【30】一般班 【32】JBG班

20 猪野瀬　勝利 パワーファイター 乗馬クラブ　クレイン東京 33 10 池田　桃子 ハルトヴィーク 日本IBM 29 Ⅱ組

21 酒井　凱生 ダイイチミラクル 立教新座高校馬術部 34 11 関　幸子 エターニティ 座間近代乗馬クラブ 27

22 山本　彩織 法駿 法政大学馬術部 33 12 新部　亜希 クランマー ダァーモスタッド 27 休憩

13 鞆　真一 ガラモン TOMOライディングクラブ 27

23 春山　明日香 ビッツアンドピース 八王子乗馬倶楽部 33 14 大野　周 グロッケンライン 東京農業大学 27 【30】一般班

24 長妻　令子 ウルフ 日本IBM 35 15 亀山　裕斗 稲豆 早稲田大学 27 Ⅲ組

休憩 05'00''

25 加来　賢一 キゼンラック 衆議院 35 【31】チルドレン班

26 川島　弘美 ブリランテ 座間近代乗馬クラブ 33 27 ⑮JEF馬場馬術競技第2課目2009（一般班） 11 Ⅳ組

27 実広　亜希子 桐友 筑波大学馬術部 33 28 ⑮JEF馬場馬術競技第2課目2009（ジュニア班） 2

28 吉田　友里恵 ブラベリー 八王子乗馬倶楽部 34 29 ⑮JEF馬場馬術競技第2課目2009（JBG班） 2

29 曽谷　俊男 ウルフ 日本IBM 35 15

30 久保　知之 トラディション 日本IBM 35


