
第41回キャロットステークス　10月3日

(1) ジムカーナ競技
選手名 馬匹名 所属

1 吉永 孝徳 ボン エクウス　ライディング　ファーム
2 齋藤 勇人 ミルク ウィルスタッド
3 黒沼 奈々実 ベガス エクウス　ライディング　ファーム
4 佐久間 あかり アンチェインド 山中湖乗馬クラブ　馬車道
5 丸山 輝 ボン エクウス　ライディング　ファーム
6 チョウ シンイ ラトゥールブリエ 早稲田大学馬術部
7 川部 咲 ミルク ウィルスタッド
8 野寄 結渚 ボン エクウス　ライディング　ファーム
9 福島 美空 ドクターフラッシュ アバロン・ヒルサイドファーム

10 喜多 結麻 ミルク ウィルスタッド
11 金井 那奈 ベガス エクウス　ライディング　ファーム
12 小俣 葵羽 アンチェインド 山中湖乗馬クラブ　馬車道
13 阿部 瑛理子 ボン エクウス　ライディング　ファーム
14 金子 颯汰 ミルク ウィルスタッド
15 門倉 莉子 ボン エクウス　ライディング　ファーム
16 猪又 友理子 ラトゥールブリエ 早稲田大学馬術部
17 町田 みと ボン エクウス　ライディング　ファーム
18 吉永 大郁 ベガス エクウス　ライディング　ファーム
19 野寄 真子 ボン エクウス　ライディング　ファーム
20 小林 ほのか ミルク ウィルスタッド
21 神戸 かず子 ボン エクウス　ライディング　ファーム

(2) ビギナーズジャンプ競技
選手名 馬匹名 所属

1 帆苅 友紀 ジャッカネイプス アバロン・ヒルサイドファーム
2 菊地 星児 ティキ アバロン・ヒルサイドファーム
3 高橋 ひかる ハッピーターン アバロン・ヒルサイドファーム
4 小澤 真純 アンチェインド 山中湖乗馬クラブ　馬車道
5 新井 奈美 ジャッカネイプス アバロン・ヒルサイドファーム
6 小野木 啓子 ティキ アバロン・ヒルサイドファーム
7 田嶋 美桜 ハッピーターン アバロン・ヒルサイドファーム

(3) 小障害60cmクラス
選手名 馬匹名 所属

1 新井 奈美 ジャッカネイプス アバロン・ヒルサイドファーム
2 樹山 崇 ベージュⅧ ヴィルタスライディングクラブ
3 星野 真也子 ウィット オリエント馬事センター
4 田嶋 美桜 ハッピーターン アバロン・ヒルサイドファーム
5 篠田 滉己 東玲 東京大学馬術部
6 原 理栄子 ベージュⅧ ヴィルタスライディングクラブ
7 小野木 啓子 ティキ アバロン・ヒルサイドファーム
8 高橋 ひかる ハッピーターン アバロン・ヒルサイドファーム
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(4) 小障害70cmクラス
出番 選手名 馬匹名 所属

1 靏林 秀幸 来夢 赤城乗馬クラブ
2 平尾 美由紀 カミノタサハラ 山中湖乗馬クラブ　馬車道
3 坪井 孝子 来夢 赤城乗馬クラブ

(5) 小障害80cmクラス
出番 選手名 馬匹名 所属

1 帆苅 友紀 エルモ アバロン・ヒルサイドファーム
2 菅谷 泰一 コンクエスト オリエント馬事センター
3 Vo Magali ジューン 岡本ライディングクラブJapan
4 坪井 孝子 来夢 赤城乗馬クラブ
5 小俣 雅 カミノタサハラ 山中湖乗馬クラブ　馬車道
6 田嶋 健 エルモ アバロン・ヒルサイドファーム
7 妹背 恵梨奈 コンクエスト オリエント馬事センター
8 金子 泰三 稲蓮 早稲田大学馬術部
9 益山 勇輝 ツエーゲン 慶應義塾體育會馬術部

10 李 鎬圭 剣静 静岡大学馬術部
11 松村 龍平 ドーノダルチェーロ 日本獣医生命科学大学
12 小森 春乃 ツエーゲン 慶應義塾體育會馬術部
13 吉實 陽介 稲蓮 早稲田大学馬術部

(6) 小障害90cmクラス
選手名 馬匹名 所属

1 関田 春菜 飛鳶 日本獣医生命科学大学
2 山田 太朗 弁慶 慶應義塾體育會馬術部
3 田嶋 健 エルモ アバロン・ヒルサイドファーム
4 松村 龍平 飛王 日本獣医生命科学大学
5 青田 尚宏 ウインヴェロシティ 早稲田大学馬術部
6 益山 勇輝 ツエーゲン 慶應義塾體育會馬術部
7 奥山 一葉 東旋 東京大学馬術部
8 堀内  麻由子 ガイヤースヴェルト 秦野国際乗馬クラブ
9 田所 由佳 弁慶 慶應義塾體育會馬術部

10 山本 淳平 飛鳶 日本獣医生命科学大学
11 牛尾 哉太 ウインヴェロシティ 早稲田大学馬術部
12 熊田 泰希 稲煌 早稲田大学馬術部
13 脇山 健太郎 東蓬 東京大学馬術部
14 遠藤 翔 ドーノダルチェーロ 日本獣医生命科学大学
15 伊藤 悠貴 稲煌 早稲田大学馬術部
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(7) 小障害100cmクラス
選手名 馬匹名 所属

1 倉永 庸輔 ブラウニー 山中湖乗馬クラブ　馬車道
2 若島 恵介 ガイヤースヴェルト トッパン・フォームズ(株)馬術部
3 岡本 雅海 サクソンブルー 岡本ライディングクラブJapan
4 山田 太朗 弁慶 慶應義塾體育會馬術部
5 大澤 佑子 ペトロニウス KosarryFarm
6 鈴木 康介 グレートバルサ― トッパン・フォームズ(株)馬術部

(8) 中障害D 110cmクラス
選手名 馬匹名 所属

1 村上 篤 キートス・サクラ オリエント馬事センター
2 上野 由登 ダラーヤ KosarryFarm
3 樹山 崇 カレンZ ヴィルタスライディングクラブ
4 村上 篤 アン・ドゥオール オリエント馬事センター
5 三井 一朗 ダラーヤ KosarryFarm
6 樹山 崇 ビー ヴィルタスライディングクラブ
7 村上 篤 ウィット オリエント馬事センター

(9) 中障害C 120cmクラス
選手名 馬匹名 所属

1 村上 篤 キートス・サクラ オリエント馬事センター
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(12) A3課目馬場馬術競技
選手名 馬匹名 所属

1 坂藤 仁美 グランダーマ 早稲田大学馬術部
2 村主 美由紀 キタイチサクラ アバロン・ヒルサイドファーム
3 安藤 亜紀子 モントリヒト エクウス　ライディング　ファーム
4 遠藤 翔 キールコネクション 日本獣医生命科学大学
5 宮田 道子 カマオレ 狭山乗馬センター
6 秋山 明日香 キタイチサクラ アバロン・ヒルサイドファーム
7 松竹 梨月 グランダーマ 早稲田大学馬術部
8 畠山 治紀 ディアピース アバロン・ヒルサイドファーム
9 柳 将徳 テンダン トッパン・フォームズ(株)馬術部

10 䑓田 雅子 飛瑛 日本獣医生命科学大学
11 齋藤 勇実 オーキッドウィル ウィルスタッド
12 田嶋 健 ディアピース アバロン・ヒルサイドファーム

(11) A2課目馬場馬術競技
選手名 馬匹名 所属

1 塚本 結芽 マウントミッチェル 赤城乗馬クラブ
2 音田 高女 アドラブレ オリエント馬事センター
3 福田 恵佑 サンタモニカ エクウス　ライディング　ファーム
4 Koutsis Daiana デスティニー 岡本ライディングクラブJapan
5 朝倉 英昭 カマオレ 狭山乗馬センター
6 吉田 和生 スラートダイナー 赤城乗馬クラブ

休憩(約１０分)
7 鈴木 晃子 オーキッドウィル ウィルスタッド
8 井上 貴美子 ディアピース アバロン・ヒルサイドファーム
9 斎藤 永就 ドーノダルチェーロ 日本獣医生命科学大学

10 萩原 佑美 マウントミッチェル 赤城乗馬クラブ
11 音田 麻呂 アドラブレ オリエント馬事センター
12 山本 凜衣子 サンタモニカ エクウス　ライディング　ファーム
13 福田 恵佑 ノーブルバンビーノ エクウス　ライディング　ファーム

(10) A1課目馬場馬術競技
選手名 馬匹名 所属

1 阿部 隆行 ベガス エクウス　ライディング　ファーム
2 吉田 和生 スラートダイナー 赤城乗馬クラブ
3 阿部 瑠璃子 ベガス エクウス　ライディング　ファーム
4 松崎 尚子 ケルン エクウス　ライディング　ファーム
5 吉永 孝徳 ベガス エクウス　ライディング　ファーム
6 萩原 佑美 マウントミッチェル 赤城乗馬クラブ
7 吉永 大郁 ベガス エクウス　ライディング　ファーム



第41回キャロットステークス　10月3日

(14) L1課目馬場馬術競技
選手名 馬匹名 所属

1 岡本 真理 キューティーモモ 岡本ライディングクラブJapan
2 柿﨑 絵理 サムライ ウィルスタッド
3 榎本 毬亜 稲俊 早稲田大学馬術部
4 柴田 節子 スタープラチナ オリエント馬事センター
5 尾崎 里加子 サルターレ・アルタメンテ 東京大学馬術部
6 塩原 嗣玄 ピンクロゼ 赤城乗馬クラブ
7 松村 龍平 ドン・シンプリー 日本獣医生命科学大学
8 星野 真也子 オリエントメアラス オリエント馬事センター
9 マギー 絵莉加 稲俊 早稲田大学馬術部

10 吉川 健 リアンソリッド 赤城乗馬クラブ
11 宮田 道子 カーティス 狭山乗馬センター
12 太田黒 歩 スタープラチナ オリエント馬事センター
13 柿﨑 絵理 テオドール ウィルスタッド
14 岡本 雅海 ソルディアス 岡本ライディングクラブJapan
15 添川 セレナ 稲彩 早稲田大学馬術部
16 岡部 真弓 アヤニシキ アバロン・ヒルサイドファーム
17 宮田 道子 コアジュール 狭山乗馬センター
18 李 鎬圭 ノーモアグラヴィティ 静岡大学馬術部

(15) 学生賞典馬場馬術競技
選手名 馬匹名 所属 通信欄

1 篠崎 華 ドン・シンプリー 日本獣医生命科学大学 JEF S1課目 2013(2018年更新版)

(16) 自由選択課目
選手名 馬匹名 所属 通信欄

1 古賀 有希 稲彩 早稲田大学馬術部 JEF M1課目 2013(2018年更新版)
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(17) L1課目馬場馬術競技(公認)
選手名 馬匹名 所属 通信欄

1 早川 太郎 テンダン トッパン・フォームズ(株)馬術部 会員番号：25472　馬匹登録番号：55947
2 齋藤 由香 オーキッドウィル ウィルスタッド 会員番号：30086　馬匹登録番号：59401
3 菅谷 羽衣音 スタープラチナ オリエント馬事センター 会員番号：25231　馬匹登録番号：58960
4 塚本 結芽 ピンクロゼ 赤城乗馬クラブ 会員番号：29733　馬匹登録番号：54508
5 山田 初枝 ウィルベガス ウィルスタッド 会員番号：25032　馬匹登録番号：58015
6 関田 春菜 飛瑛 日本獣医生命科学大学 会員番号：30204　馬匹登録番号：57790
7 村上 万理 オリエントメアラス オリエント馬事センター 会員番号：5665　馬匹登録番号：59173
8 吉川 健 リアンソリッド 赤城乗馬クラブ 会員番号：31524　馬匹登録番号：56083
9 菅谷 羽衣音 アドラブレ オリエント馬事センター 会員番号：25231　馬匹登録番号：58917

(18) M1課目馬場馬術競技(公認)
選手名 馬匹名 所属 通信欄

1 宮田 道子 カーティス 狭山乗馬センター 会員番号：496　馬匹登録番号：57443
2 岡本 雅海 キューティーモモ 岡本ライディングクラブJapan 会員番号：19572　馬匹登録番号：57281

(19) JBGキャロット選手権(馬場)
選手名 馬匹名 所属

1 鈴木 康介 トライアンフトーチ トッパン・フォームズ(株)馬術部
2 若松 麻里 アヤニシキ (株)日立国際電気馬術部
3 若島 恵介 トッパン・フォームズ(株)馬術部
4 小寺 夏鈴

テンダン
トライアンフトーチ 伊藤忠商事相互会乗馬部
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