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※2022/09/29時点
競技名 選手 所属 馬匹
(A) フレンドシップ80 小泉 俊介 (株)秦野国際乗馬クラブ アユツリオヤジ
(A) フレンドシップ80 田上 昌浩 (株)秦野国際乗馬クラブ シャウトオブジョイ
(A) フレンドシップ80 田上 昌浩 (株)秦野国際乗馬クラブ ワットロンクン
(B) フレンドシップ100 小泉 俊介 (株)秦野国際乗馬クラブ イトン
(B) フレンドシップ100 小泉 俊介 (株)秦野国際乗馬クラブ ガイヤーズベルト
(1) ジムカーナ競技 (チルドレン) 西村 ひより (株)秦野国際乗馬クラブ グレートバルサー
(2) ビギナーズジャンプ競技 小泉 俊介 (株)秦野国際乗馬クラブ グレートバルサー
(2) ビギナーズジャンプ競技 西村 ひより (株)秦野国際乗馬クラブ グレートバルサー
(6) 小障害90cmクラス 田上 昌浩 (株)秦野国際乗馬クラブ シャウトオブジョイ
(6) 小障害90cmクラス 田上 昌浩 (株)秦野国際乗馬クラブ ワットロンクン
(6) 小障害90cmクラス 堀内 麻由子 (株)秦野国際乗馬クラブ ガイヤーズベルト
(13) L1課目馬場馬術競技 今枝 里美 (株)秦野国際乗馬クラブ ゴールデングローブ
(13) L1課目馬場馬術競技 小泉 卓次 (株)秦野国際乗馬クラブ ゴールデングローブ
(13) L1課目馬場馬術競技 木田 幹夫 (株)秦野国際乗馬クラブ ワットロンクン
(14) L1課目馬場馬術競技(公認) 早川 太郎 (株)秦野国際乗馬クラブ テンダン
(20) ビギナーズジャンプ競技 小泉 俊介 (株)秦野国際乗馬クラブ グレートバルサー
(20) ビギナーズジャンプ競技 西村 ひより (株)秦野国際乗馬クラブ グレートバルサー
(23) 小障害80cmクラス 小泉 俊介 (株)秦野国際乗馬クラブ ワットロンクン
(35) L1課目馬場馬術競技 牛島 萌 (株)秦野国際乗馬クラブ BBトルネード
(35) L1課目馬場馬術競技 今枝 里美 (株)秦野国際乗馬クラブ ゴールデングローブ
(36) L2課目馬場馬術競技(公認) 早川 太郎 (株)秦野国際乗馬クラブ テンダン
(6) 小障害90cmクラス 新納 力也 SOMPOホールディングス馬術部 アユツリオヤジ
(29) JBG キャロット選手権 (障害) 新納 力也 SOMPOホールディングス馬術部 アユツリオヤジ
(6) 小障害90cmクラス 原田 みなみ トッパン・フォームズ(株)馬術部 シャウトオブジョイ
(6) 小障害90cmクラス 若島 恵介 トッパン・フォームズ(株)馬術部 BBトルネード
(6) 小障害90cmクラス 鈴木 康介 トッパン・フォームズ(株)馬術部 ワットロンクン
(17) JBGキャロット選手権 (馬場) 原田 みなみ トッパン・フォームズ(株)馬術部 シャウトオブジョイ
(17) JBGキャロット選手権 (馬場) 若島 恵介 トッパン・フォームズ(株)馬術部 テンダン
(17) JBGキャロット選手権 (馬場) 鈴木 康介 トッパン・フォームズ(株)馬術部 BBトルネード
(29) JBG キャロット選手権 (障害) 原田 みなみ トッパン・フォームズ(株)馬術部 グレートバルサー
(29) JBG キャロット選手権 (障害) 若島 恵介 トッパン・フォームズ(株)馬術部 BBトルネード
(29) JBG キャロット選手権 (障害) 鈴木 康介 トッパン・フォームズ(株)馬術部 ガイヤーズベルト
(6) 小障害90cmクラス 小寺 夏鈴 伊藤忠商事(株)相互会乗馬部 シャウトオブジョイ
(17) JBGキャロット選手権 (馬場) 赤松 悠輝 伊藤忠商事(株)相互会乗馬部 シャウトオブジョイ
(17) JBGキャロット選手権 (馬場) 太田 優海 伊藤忠商事(株)相互会乗馬部 ワットロンクン
(23) 小障害80cmクラス 太田 優海 伊藤忠商事(株)相互会乗馬部 ワットロンクン
(29) JBG キャロット選手権 (障害) 小寺 夏鈴 伊藤忠商事(株)相互会乗馬部 グレートバルサー
(29) JBG キャロット選手権 (障害) 赤松 悠輝 伊藤忠商事(株)相互会乗馬部 BBトルネード
(B) フレンドシップ100 向島 久雄 ATSUGIライティングクラブ ルクスムンディー
(7) 小障害100cmクラス 向島 久雄 ATSUGIライティングクラブ ルクスムンディー
(26) 小障害100cmクラス 向島 久雄 ATSUGIライティングクラブ ルクスムンディー
(A) フレンドシップ80 竹林 亜紀 I&I ステーブル フィフティ・ロー
(A) フレンドシップ80 平松 直人 I&I ステーブル ミスターボースン
(B) フレンドシップ100 平松 直人 I&I ステーブル 梵天丸
(3) 小障害60cmクラス 関田 昌広 I&I ステーブル フィフティ・ロー
(5) 小障害80cmクラス 金原 清香 I&I ステーブル ミスターボースン
(6) 小障害90cmクラス 平松 志都花 I&I ステーブル ミスターボースン
(8) 中障害D 110cmクラス 平松 直人 I&I ステーブル 梵天丸
(24) 馬旅賞 引退競走馬杯 平松 志都花 I&I ステーブル ミスターボースン
(A) フレンドシップ80 鈴木 あみ エグゼクティブコーチ(株)馬術部 カリビアン
(6) 小障害90cmクラス 鈴木 あみ エグゼクティブコーチ(株)馬術部 カリビアン
(7) 小障害100cmクラス 鈴木 あみ エグゼクティブコーチ(株)馬術部 カリビアン
(24) 馬旅賞 引退競走馬杯 鈴木 あみ エグゼクティブコーチ(株)馬術部 カリビアン
(29) JBG キャロット選手権 (障害) 鈴木 あみ エグゼクティブコーチ(株)馬術部 カリビアン
(1) ジムカーナ競技 (一般) 中崎 宏哉 エクウス ライディング ファーム ベガス
(1) ジムカーナ競技 (チルドレン) 黒沼 奈々実 エクウス ライディング ファーム ベガス
(1) ジムカーナ競技 (チルドレン) 門倉 莉子 エクウス ライディング ファーム ベガス
(10) A1課目馬場馬術競技 根岸 吏香 エクウス ライディング ファーム ノーブルバンビーノ
(11) A2課目馬場馬術競技 阿部 瑠璃子 エクウス ライディング ファーム ペルレンフェ
(11) A2課目馬場馬術競技 小口 紘陽 エクウス ライディング ファーム ベガス
(11) A2課目馬場馬術競技 祖父江 友芳 エクウス ライディング ファーム ノーブルバンビーノ
(12) A3課目馬場馬術競技 及川 太晴 エクウス ライディング ファーム ヤルタ
(14) L1課目馬場馬術競技(公認) 祖父江 友芳 エクウス ライディング ファーム ペルレンフェ
(14) L1課目馬場馬術競技(公認) 祖父江 友芳 エクウス ライディング ファーム ヤルタ
(32) A1課目馬場馬術競技 黒沼 奈々実 エクウス ライディング ファーム ベガス
(32) A1課目馬場馬術競技 中崎 宏哉 エクウス ライディング ファーム ベガス
(32) A1課目馬場馬術競技 門倉 莉子 エクウス ライディング ファーム ベガス
(33) A2課目馬場馬術競技 阿部 隆行 エクウス ライディング ファーム ペルレンフェ
(33) A2課目馬場馬術競技 阿部 瑠璃子 エクウス ライディング ファーム ペルレンフェ
(33) A2課目馬場馬術競技 及川 太晴 エクウス ライディング ファーム ベガス
(33) A2課目馬場馬術競技 根岸 吏香 エクウス ライディング ファーム ノーブルバンビーノ
(34) A3課目馬場馬術競技 小口 紘陽 エクウス ライディング ファーム ヤルタ
(36) L2課目馬場馬術競技(公認) 祖父江 友芳 エクウス ライディング ファーム ヤルタ
(A) フレンドシップ80 仙波 勇 ホースライディングスクエアーエボルブルス キプリング
(B) フレンドシップ100 土田 静佳 ホースライディングスクエアーエボルブルス キガリスイートデール
(B) フレンドシップ100 土田 静佳 ホースライディングスクエアーエボルブルス ラブグレース
(1) ジムカーナ競技 (一般) 土田 静佳 ホースライディングスクエアーエボルブルス パークビュービーンズ
(1) ジムカーナ競技 (チルドレン) 加藤 桜子 ホースライディングスクエアーエボルブルス パークビュービーンズ
(3) 小障害60cmクラス 土田 静佳 ホースライディングスクエアーエボルブルス グリーンソイビーンズ
(3) 小障害60cmクラス 土田 静佳 ホースライディングスクエアーエボルブルス パークビュービーンズ
(5) 小障害80cmクラス 井端 里佳子 ホースライディングスクエアーエボルブルス キガリスイートデール
(5) 小障害80cmクラス 鳥取 咲世 ホースライディングスクエアーエボルブルス キプリング
(7) 小障害100cmクラス 井端 里佳子 ホースライディングスクエアーエボルブルス キガリスイートデール
(8) 中障害D 110cmクラス 土田 静佳 ホースライディングスクエアーエボルブルス ラブグレース
(19) ジムカーナ競技 (一般) 土田 静佳 ホースライディングスクエアーエボルブルス パークビュービーンズ
(20) ジムカーナ競技 (チルドレン) 加藤 桜子 ホースライディングスクエアーエボルブルス パークビュービーンズ
(21) 小障害60cmクラス 土田 静佳 ホースライディングスクエアーエボルブルス グリーンソイビーンズ
(21) 小障害60cmクラス 土田 静佳 ホースライディングスクエアーエボルブルス パークビュービーンズ
(23) 小障害80cmクラス 井端 里佳子 ホースライディングスクエアーエボルブルス キガリスイートデール
(24) 馬旅賞 引退競走馬杯 鳥取 咲世 ホースライディングスクエアーエボルブルス キプリング
(26) 小障害100cmクラス 井端 里佳子 ホースライディングスクエアーエボルブルス キガリスイートデール
(27) 中障害D 110cmクラス 土田 静佳 ホースライディングスクエアーエボルブルス ラブグレース
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競技名 選手 所属 馬匹
(A) フレンドシップ80 村上 篤 オリエント馬事センター メアラス
(B) フレンドシップ100 菅谷 泰一 オリエント馬事センター 太陽のアスラン
(B) フレンドシップ100 村上 篤 オリエント馬事センター ゴールデンストーン
(B) フレンドシップ100 村上 篤 オリエント馬事センター ニュートリノ
(B) フレンドシップ100 村上 篤 オリエント馬事センター フィリア
(4) 小障害70cmクラス 星野 眞也子 オリエント馬事センター メアラス
(4) 小障害70cmクラス 村上 篤 オリエント馬事センター メアラス
(6) 小障害90cmクラス 村上 篤 オリエント馬事センター ニュートリノ
(6) 小障害90cmクラス 濱田 啓司 オリエント馬事センター ニュートリノ
(8) 中障害D 110cmクラス 菅谷 泰一 オリエント馬事センター 太陽のアスラン
(8) 中障害D 110cmクラス 村上 篤 オリエント馬事センター ゴールデンストーン
(8) 中障害D 110cmクラス 村上 篤 オリエント馬事センター ニュートリノ
(8) 中障害D 110cmクラス 村上 篤 オリエント馬事センター フィリア
(14) L1課目馬場馬術競技(公認) 中石 祐子 オリエント馬事センター ヴェント・レジェーロ
(16) S1課目馬場馬術競技(公認) 平野 羽衣音 オリエント馬事センター ヴェント・レジェーロ
(22) 小障害70cmクラス 星野 眞也子 オリエント馬事センター メアラス
(22) 小障害70cmクラス 村上 篤 オリエント馬事センター メアラス
(25) 小障害90cmクラス 谷川 衣里子 オリエント馬事センター 太陽のアスラン
(26) 小障害100cmクラス 谷川 衣里子 オリエント馬事センター 太陽のアスラン
(26) 小障害100cmクラス 濱田 啓司 オリエント馬事センター ニュートリノ
(27) 中障害D 110cmクラス 村上 万理 オリエント馬事センター ゴールデンストーン
(27) 中障害D 110cmクラス 村上 篤 オリエント馬事センター フィリア
(35) L1課目馬場馬術競技 中石 祐子 オリエント馬事センター ヴェント・レジェーロ
(38) S1課目馬場馬術競技(公認) 平野 羽衣音 オリエント馬事センター ヴェント・レジェーロ
(10) A1課目馬場馬術競技 井上 るみ子 SRC狭山乗馬センター フランキー
(10) A1課目馬場馬術競技 早佐 光保 SRC狭山乗馬センター フランキー
(11) A2課目馬場馬術競技 岩田 千恵子 SRC狭山乗馬センター ドラゴンブルース
(11) A2課目馬場馬術競技 宮田 道子 SRC狭山乗馬センター フランキー
(11) A2課目馬場馬術競技 佐藤 直美 SRC狭山乗馬センター ベルンシュタイン
(11) A2課目馬場馬術競技 松本 明子 SRC狭山乗馬センター ゴールド
(11) A2課目馬場馬術競技 上岡 康人 SRC狭山乗馬センター ドラゴンブルース
(11) A2課目馬場馬術競技 城村 貞次 SRC狭山乗馬センター アルマエルナト
(11) A2課目馬場馬術競技 堀川 由子 SRC狭山乗馬センター ゴールド
(11) A2課目馬場馬術競技 鈴木 惇也 SRC狭山乗馬センター ゴールド
(12) A3課目馬場馬術競技 稲森 陽子 SRC狭山乗馬センター ドラゴンブルース
(12) A3課目馬場馬術競技 関末 綾香 SRC狭山乗馬センター ドラゴンブルース
(12) A3課目馬場馬術競技 小島 愁親 SRC狭山乗馬センター ゴールド
(12) A3課目馬場馬術競技 朝倉 英昭 SRC狭山乗馬センター ゴールド
(13) L1課目馬場馬術競技 佐藤 久美子 SRC狭山乗馬センター レデントーレ
(14) L1課目馬場馬術競技(公認) 宮田 道子 SRC狭山乗馬センター アルマエルナト
(15) M1課目馬場馬術競技(公認) 宮田 道子 SRC狭山乗馬センター ベルンシュタイン
(16) S1課目馬場馬術競技(公認) 宮田 道子 SRC狭山乗馬センター レデントーレ
(30) 部班馬場馬術競技 (速歩)(一般) 丸岡 優佳 SRC狭山乗馬センター フランキー
(30) 部班馬場馬術競技 (速歩)(一般) 上岡 康人 SRC狭山乗馬センター フランキー
(30) 部班馬場馬術競技 (速歩)(チルドレン) 伊藤 大翔 SRC狭山乗馬センター ゴールド
(30) 部班馬場馬術競技 (速歩)(チルドレン) 小澤 知恩 SRC狭山乗馬センター ゴールド
(31) 部班馬場馬術競技 (駈歩) (一般) 岩佐 紀生 SRC狭山乗馬センター フランキー
(31) 部班馬場馬術競技 (駈歩) (一般) 岩佐 健宏 SRC狭山乗馬センター フランキー
(31) 部班馬場馬術競技 (駈歩) (一般) 小澤 久 SRC狭山乗馬センター ゴールド
(33) A2課目馬場馬術競技 丸岡 優佳 SRC狭山乗馬センター ドラゴンブルース
(33) A2課目馬場馬術競技 岩佐 紀生 SRC狭山乗馬センター ドラゴンブルース
(33) A2課目馬場馬術競技 岩佐 健宏 SRC狭山乗馬センター ドラゴンブルース
(33) A2課目馬場馬術競技 佐藤 直美 SRC狭山乗馬センター ベルンシュタイン
(33) A2課目馬場馬術競技 小菅 光 SRC狭山乗馬センター ドラゴンブルース
(33) A2課目馬場馬術競技 森 千草 SRC狭山乗馬センター アルマエルナト
(33) A2課目馬場馬術競技 柳田 あゆみ SRC狭山乗馬センター ドラゴンブルース
(34) A3課目馬場馬術競技 城村 貞次 SRC狭山乗馬センター アルマエルナト
(34) A3課目馬場馬術競技 鈴木 惇也 SRC狭山乗馬センター ゴールド
(35) L1課目馬場馬術競技 佐藤 久美子 SRC狭山乗馬センター レデントーレ
(36) L2課目馬場馬術競技(公認) 宮田 道子 SRC狭山乗馬センター アルマエルナト
(37) M2課目馬場馬術競技(公認) 宮田 道子 SRC狭山乗馬センター ベルンシュタイン
(38) S1課目馬場馬術競技(公認) 宮田 道子 SRC狭山乗馬センター レデントーレ
(A) フレンドシップ80 海宝 久敬 ちばシティ乗馬クラブ タカラジャイアン
(A) フレンドシップ80 海宝 久敬 ちばシティ乗馬クラブ タカラシャインレッド
(2) ビギナーズジャンプ競技 岡本 春香 市立船橋高校 馬術部 タカラジャイアン
(2) ビギナーズジャンプ競技 岡本 春香 市立船橋高校 馬術部 タカラシャインレッド
(12) A3課目馬場馬術競技 速水 康紀 ちばシティ乗馬クラブ タカラサイレントサード
(21) 小障害60cmクラス 岡本 春香 市立船橋高校 馬術部 タカラジャイアン
(21) 小障害60cmクラス 岡本 春香 市立船橋高校 馬術部 タカラシャインレッド
(33) A2課目馬場馬術競技 速水 美智子 ちばシティ乗馬クラブ ドゴール
(34) A3課目馬場馬術競技 速水 康紀 ちばシティ乗馬クラブ タカラサイレントサード
(34) A3課目馬場馬術競技 速水 美智子 ちばシティ乗馬クラブ ドゴール
(11) A2課目馬場馬術競技 井上 久美子 アスール乗馬クラブ ルビーノ
(11) A2課目馬場馬術競技 富塚 優香 アスール乗馬クラブ ルビーノ
(13) L1課目馬場馬術競技 竹股 恵子 アスール乗馬クラブ プラティーノ
(14) L1課目馬場馬術競技(公認) 田所 渉平 アスール乗馬クラブ ディアーナ
(33) A2課目馬場馬術競技 井上 久美子 アスール乗馬クラブ ルビーノ
(33) A2課目馬場馬術競技 富塚 優香 アスール乗馬クラブ ルビーノ
(35) L1課目馬場馬術競技 竹股 恵子 アスール乗馬クラブ プラティーノ
(35) L1課目馬場馬術競技 田所 渉平 アスール乗馬クラブ ディアーナ
(1) ジムカーナ競技 (チルドレン) 吉田 来渡 ウィルスタッド ミルク
(1) ジムカーナ競技 (チルドレン) 謝 徐陸央 ウィルスタッド ミルク
(1) ジムカーナ競技 (チルドレン) 石井 すみれ ウィルスタッド ミルク
(11) A2課目馬場馬術競技 齋藤 由香 ウィルスタッド バイキングクラップ
(20) ジムカーナ競技 (チルドレン) TAISHIR KHANGAL ウィルスタッド ミルク
(20) ジムカーナ競技 (チルドレン) 謝 徐陸央 ウィルスタッド ミルク
(20) ジムカーナ競技 (チルドレン) 平野 若菜 ウィルスタッド エミリー
(20) ジムカーナ競技 (チルドレン) 平野 舞歌 ウィルスタッド エミリー
(30) 部班馬場馬術競技 (速歩)(チルドレン) 平野 若菜 ウィルスタッド エミリー
(30) 部班馬場馬術競技 (速歩)(チルドレン) 平野 舞歌 ウィルスタッド エミリー
(33) A2課目馬場馬術競技 齋藤 由香 ウィルスタッド バイキングクラップ
(13) L1課目馬場馬術競技 斉藤 笑夏 マツカゼ ルーチェ
(14) L1課目馬場馬術競技(公認) 斉藤 笑夏 マツカゼ ボブキャット
(35) L1課目馬場馬術競技 斉藤 笑夏 マツカゼ ボブキャット
(35) L1課目馬場馬術競技 斉藤 笑夏 マツカゼ ルーチェ
(11) A2課目馬場馬術競技 須田 成子 リバーサイド乗馬クラブ ドマーニ
(33) A2課目馬場馬術競技 日下部 景子 リバーサイド乗馬クラブ ドマーニ
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※2022/09/29時点
競技名 選手 所属 馬匹
(A) フレンドシップ80 河戸 邦明 ホースファームエルミオーレ埼玉 ジャスミン
(A) フレンドシップ80 河戸 邦明 ホースファームエルミオーレ埼玉 ルーク
(A) フレンドシップ80 山崎 淳子 ホースファームエルミオーレ埼玉 ルーク
(A) フレンドシップ80 鈴江 理奈 ホースファームエルミオーレ埼玉 オークリー
(A) フレンドシップ80 鈴江 理奈 ホースファームエルミオーレ埼玉 ガンダ
(2) ビギナーズジャンプ競技 阿部 佳枝 ホースファームエルミオーレ埼玉 クザン
(2) ビギナーズジャンプ競技 河戸 邦明 ホースファームエルミオーレ埼玉 クザン
(3) 小障害60cmクラス 河戸 邦明 ホースファームエルミオーレ埼玉 ガンダ
(3) 小障害60cmクラス 沼崎 啓弥 ホースファームエルミオーレ埼玉 ガンダ
(3) 小障害60cmクラス 沼崎 慧弥 ホースファームエルミオーレ埼玉 ガンダ
(4) 小障害70cmクラス 河戸 邦明 ホースファームエルミオーレ埼玉 ジャスミン
(4) 小障害70cmクラス 佐藤 加奈子 ホースファームエルミオーレ埼玉 ジャスミン
(4) 小障害70cmクラス 沼崎 啓弥 ホースファームエルミオーレ埼玉 オークリー
(4) 小障害70cmクラス 沼崎 慧弥 ホースファームエルミオーレ埼玉 オークリー
(4) 小障害70cmクラス 渡辺 裕子 ホースファームエルミオーレ埼玉 ジャスミン
(4) 小障害70cmクラス 平子 勉 ホースファームエルミオーレ埼玉 オークリー
(4) 小障害70cmクラス 鈴江 理奈 ホースファームエルミオーレ埼玉 オークリー
(6) 小障害90cmクラス 河戸 邦明 ホースファームエルミオーレ埼玉 ルーク
(6) 小障害90cmクラス 山崎 淳子 ホースファームエルミオーレ埼玉 ルーク
(11) A2課目馬場馬術競技 松永 伸一 ホースファームエルミオーレ埼玉 モンド
(11) A2課目馬場馬術競技 清水 裕美 ホースファームエルミオーレ埼玉 クザン
(11) A2課目馬場馬術競技 鈴江 理奈 ホースファームエルミオーレ埼玉 クザン
(11) A2課目馬場馬術競技 鈴江 理奈 ホースファームエルミオーレ埼玉 モンド
(12) A3課目馬場馬術競技 三溝 優実 ホースファームエルミオーレ埼玉 アールプロセス
(13) L1課目馬場馬術競技 玉井 越子 ホースファームエルミオーレ埼玉 きさらぎ
(13) L1課目馬場馬術競技 三溝 優実 ホースファームエルミオーレ埼玉 アールプロセス
(13) L1課目馬場馬術競技 鈴江 理奈 ホースファームエルミオーレ埼玉 モンド
(14) L1課目馬場馬術競技(公認) 鈴江 理奈 ホースファームエルミオーレ埼玉 きさらぎ
(21) 小障害60cmクラス 阿部 佳枝 ホースファームエルミオーレ埼玉 クザン
(21) 小障害60cmクラス 河戸 邦明 ホースファームエルミオーレ埼玉 クザン
(22) 小障害70cmクラス 河戸 邦明 ホースファームエルミオーレ埼玉 ガンダ
(22) 小障害70cmクラス 沼崎 啓弥 ホースファームエルミオーレ埼玉 ガンダ
(22) 小障害70cmクラス 沼崎 慧弥 ホースファームエルミオーレ埼玉 ガンダ
(23) 小障害80cmクラス 河戸 邦明 ホースファームエルミオーレ埼玉 ジャスミン
(23) 小障害80cmクラス 佐藤 加奈子 ホースファームエルミオーレ埼玉 ジャスミン
(23) 小障害80cmクラス 沼崎 啓弥 ホースファームエルミオーレ埼玉 オークリー
(23) 小障害80cmクラス 沼崎 慧弥 ホースファームエルミオーレ埼玉 オークリー
(23) 小障害80cmクラス 渡辺 裕子 ホースファームエルミオーレ埼玉 ジャスミン
(23) 小障害80cmクラス 平子 勉 ホースファームエルミオーレ埼玉 オークリー
(23) 小障害80cmクラス 鈴江 理奈 ホースファームエルミオーレ埼玉 オークリー
(25) 小障害90cmクラス 河戸 邦明 ホースファームエルミオーレ埼玉 ルーク
(25) 小障害90cmクラス 山崎 淳子 ホースファームエルミオーレ埼玉 ルーク
(33) A2課目馬場馬術競技 松永 伸一 ホースファームエルミオーレ埼玉 モンド
(33) A2課目馬場馬術競技 清水 裕美 ホースファームエルミオーレ埼玉 ガンダ
(33) A2課目馬場馬術競技 鈴江 理奈 ホースファームエルミオーレ埼玉 ガンダ
(33) A2課目馬場馬術競技 鈴江 理奈 ホースファームエルミオーレ埼玉 モンド
(34) A3課目馬場馬術競技 阿部 佳枝 ホースファームエルミオーレ埼玉 クザン
(35) L1課目馬場馬術競技 玉井 越子 ホースファームエルミオーレ埼玉 きさらぎ
(35) L1課目馬場馬術競技 三溝 優実 ホースファームエルミオーレ埼玉 アールプロセス
(35) L1課目馬場馬術競技 鈴江 理奈 ホースファームエルミオーレ埼玉 モンド
(36) L2課目馬場馬術競技(公認) 鈴江 理奈 ホースファームエルミオーレ埼玉 きさらぎ
(A) フレンドシップ80 島貫 咲雅 岡本ライディングクラブJAPAN キングスクラウン
(A) フレンドシップ80 島貫 咲雅 岡本ライディングクラブJAPAN ソルディアス
(B) フレンドシップ100 岡本 雅海 岡本ライディングクラブJAPAN サクソンブルー
(2) ビギナーズジャンプ競技 堀内 志奈 岡本ライディングクラブJAPAN サクソンブルー
(3) 小障害60cmクラス 平林 由衣 岡本ライディングクラブJAPAN ソルディアス
(3) 小障害60cmクラス 堀内 志奈 岡本ライディングクラブJAPAN サクソンブルー
(5) 小障害80cmクラス 弘岡 明夢 岡本ライディングクラブJAPAN デスティニー
(5) 小障害80cmクラス 服部 なな 岡本ライディングクラブJAPAN ソルディアス
(6) 小障害90cmクラス 弘岡 明夢 岡本ライディングクラブJAPAN デスティニー
(7) 小障害100cmクラス 島貫 咲雅 岡本ライディングクラブJAPAN キングスクラウン
(8) 中障害D 110cmクラス 岡本 雅海 岡本ライディングクラブJAPAN サクソンブルー
(11) A2課目馬場馬術競技 Honoria RomoXochitl 岡本ライディングクラブJAPAN グッドフェラー
(11) A2課目馬場馬術競技 VibeHansen Bente 岡本ライディングクラブJAPAN キングスクラウン
(11) A2課目馬場馬術競技 山野 博敏 岡本ライディングクラブJAPAN デスティニー
(11) A2課目馬場馬術競技 福村 真央 岡本ライディングクラブJAPAN グッドフェラー
(12) A3課目馬場馬術競技 平林 由衣 岡本ライディングクラブJAPAN アイムドナシュタイン
(13) L1課目馬場馬術競技 Koutsis Diana 岡本ライディングクラブJAPAN グッドフェラー
(13) L1課目馬場馬術競技 中村 英暉 岡本ライディングクラブJAPAN グッドフェラー
(13) L1課目馬場馬術競技 岡本 雅海 岡本ライディングクラブJAPAN キングスクラウン
(14) L1課目馬場馬術競技(公認) 平林 由衣 岡本ライディングクラブJAPAN アイムドナシュタイン
(17) JBGキャロット選手権 (馬場) 服部 なな 日本アイ・ビー・エム(株)馬術部 ソルディアス
(20) ビギナーズジャンプ競技 奥村 香穂子 岡本ライディングクラブJAPAN グッドフェラー
(20) ビギナーズジャンプ競技 奥村 陽菜子 岡本ライディングクラブJAPAN グッドフェラー
(20) ビギナーズジャンプ競技 中村 英暉 岡本ライディングクラブJAPAN ソルディアス
(20) ビギナーズジャンプ競技 鈴木 万里英 岡本ライディングクラブJAPAN グッドフェラー
(20) ビギナーズジャンプ競技 堀内 志奈 岡本ライディングクラブJAPAN サクソンブルー
(21) 小障害60cmクラス 堀内 志奈 岡本ライディングクラブJAPAN サクソンブルー
(24) 馬旅賞 引退競走馬杯 弘岡 明夢 岡本ライディングクラブJAPAN デスティニー
(24) 馬旅賞 引退競走馬杯 島貫 咲雅 岡本ライディングクラブJAPAN キングスクラウン
(24) 馬旅賞 引退競走馬杯 服部 なな 岡本ライディングクラブJAPAN ソルディアス
(25) 小障害90cmクラス 弘岡 明夢 岡本ライディングクラブJAPAN デスティニー
(27) 中障害D 110cmクラス 岡本 雅海 岡本ライディングクラブJAPAN サクソンブルー
(33) A2課目馬場馬術競技 Honoria RomoXochitl 岡本ライディングクラブJAPAN グッドフェラー
(33) A2課目馬場馬術競技 VibeHansen Bente 岡本ライディングクラブJAPAN キングスクラウン
(33) A2課目馬場馬術競技 奥村 香穂子 岡本ライディングクラブJAPAN グッドフェラー
(33) A2課目馬場馬術競技 奥村 陽菜子 岡本ライディングクラブJAPAN グッドフェラー
(33) A2課目馬場馬術競技 山野 博敏 岡本ライディングクラブJAPAN デスティニー
(33) A2課目馬場馬術競技 竹内 滋 岡本ライディングクラブJAPAN ソルディアス
(33) A2課目馬場馬術競技 鈴木 万里英 岡本ライディングクラブJAPAN デスティニー
(34) A3課目馬場馬術競技 平林 由衣 岡本ライディングクラブJAPAN アイムドナシュタイン
(35) L1課目馬場馬術競技 Koutsis Diana 岡本ライディングクラブJAPAN デスティニー
(36) L2課目馬場馬術競技(公認) 平林 由衣 岡本ライディングクラブJAPAN アイムドナシュタイン
(A) フレンドシップ80 奥田 陽貴 慶應義塾大学馬術部 ラージヒル
(A) フレンドシップ80 光成 拓海 慶應義塾大学馬術部 ゴルコンダ
(4) 小障害70cmクラス 奥田 陽貴 慶應義塾大学馬術部 ラージヒル
(5) 小障害80cmクラス 奥田 陽貴 慶應義塾大学馬術部 ラージヒル
(5) 小障害80cmクラス 光成 拓海 慶應義塾大学馬術部 ゴルコンダ
(6) 小障害90cmクラス 光成 拓海 慶應義塾大学馬術部 ゴルコンダ
(22) 小障害70cmクラス 上野 友貴 慶應義塾大学馬術部 ゴルコンダ
(24) 馬旅賞 引退競走馬杯 奥田 陽貴 慶應義塾大学馬術部 ラージヒル
(24) 馬旅賞 引退競走馬杯 光成 拓海 慶應義塾大学馬術部 ゴルコンダ
(25) 小障害90cmクラス 奥田 陽貴 慶應義塾大学馬術部 ラージヒル
(26) 小障害100cmクラス 光成 拓海 慶應義塾大学馬術部 ゴルコンダ
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※2022/09/29時点
競技名 選手 所属 馬匹
(1) ジムカーナ競技 (一般) 山﨑 真一 山中湖乗馬クラブ馬車道 カミノタサハラ
(19) ジムカーナ競技 (一般) 山﨑 真一 山中湖乗馬クラブ馬車道 カミノタサハラ
(2) ビギナーズジャンプ競技 杉田 愛子 東京都庁体育会乗馬部 カミノタサハラ
(5) 小障害80cmクラス 中村 航介 東京都庁体育会乗馬部 甚六
(21) 小障害60cmクラス 杉田 愛子 東京都庁体育会乗馬部 カミノタサハラ
(24) 馬旅賞 引退競走馬杯 中村 航介 東京都庁体育会乗馬部 甚六
(29) JBG キャロット選手権 (障害) 中村 航介 東京都庁体育会乗馬部 カミノタサハラ
(3) 小障害60cmクラス 神谷 光典 乗馬クラブ・アップリケ牧場 プラチナ
(3) 小障害60cmクラス 竹谷 里映 乗馬クラブ・アップリケ牧場 プラチナ
(10) A1課目馬場馬術競技 日野原 志保 乗馬クラブ・アップリケ牧場 チェスナット
(10) A1課目馬場馬術競技 齋藤 優子 乗馬クラブ・アップリケ牧場 ビーバップルーラー
(11) A2課目馬場馬術競技 宇野 明子 乗馬クラブ・アップリケ牧場 チェスナット
(11) A2課目馬場馬術競技 宇野 明子 乗馬クラブ・アップリケ牧場 ビーバップルーラー
(11) A2課目馬場馬術競技 川上 香菜子 乗馬クラブ・アップリケ牧場 ビーバップルーラー
(14) L1課目馬場馬術競技(公認) 粕谷 英樹 乗馬クラブ・アップリケ牧場 チェスナット
(20) ビギナーズジャンプ競技 宇野 明子 乗馬クラブ・アップリケ牧場 珠之助
(20) ビギナーズジャンプ競技 吉田 裕美子 乗馬クラブ・アップリケ牧場 珠之助
(20) ビギナーズジャンプ競技 神谷 光典 乗馬クラブ・アップリケ牧場 珠之助
(33) A2課目馬場馬術競技 伊藤 正則 乗馬クラブ・アップリケ牧場 ビーバップルーラー
(33) A2課目馬場馬術競技 竹谷 里映 乗馬クラブ・アップリケ牧場 チェスナット
(33) A2課目馬場馬術競技 日野原 志保 乗馬クラブ・アップリケ牧場 チェスナット
(35) L1課目馬場馬術競技 川上 香菜子 乗馬クラブ・アップリケ牧場 ビーバップルーラー
(35) L1課目馬場馬術競技 竹谷 里映 乗馬クラブ・アップリケ牧場 プラチナ
(A) フレンドシップ80 村上 雄三 新潟市馬術協会 トウケイウィン
(A) フレンドシップ80 徳田 絵美 新潟市馬術協会 オウケンウッド
(3) 小障害60cmクラス 高橋 和子 新潟市馬術協会 トウケイウィン
(4) 小障害70cmクラス 蝶名林 ネイディンロビン 新潟市馬術協会 フリートサンライズ
(4) 小障害70cmクラス 田中 万里子 新潟市馬術協会 オウケンウッド
(4) 小障害70cmクラス 麩澤 うらら 新潟市馬術協会 フリートサンライズ
(13) L1課目馬場馬術競技 徳田 絵美 新潟市馬術協会 ケージーアメリカン
(22) 小障害70cmクラス 田中 万里子 新潟市馬術協会 オウケンウッド
(22) 小障害70cmクラス 麩澤 うらら 新潟市馬術協会 オウケンウッド
(24) 馬旅賞 引退競走馬杯 村上 雄三 新潟市馬術協会 トウケイウィン
(24) 馬旅賞 引退競走馬杯 蝶名林 ネイディンロビン 新潟市馬術協会 フリートサンライズ
(33) A2課目馬場馬術競技 神田 裕子 新潟市馬術協会 トウケイウィン
(35) L1課目馬場馬術競技 徳田 正俊 新潟市馬術協会 ケージーアメリカン
(13) L1課目馬場馬術競技 塩野 敦子 NTT馬術部 ココボンゴ
(35) L1課目馬場馬術競技 塩野 敦子 NTT馬術部 ココボンゴ
(17) JBGキャロット選手権 (馬場) 笠 七美花 伊藤忠商事(株)相互会乗馬部 ココボンゴ
(35) L1課目馬場馬術競技 笠 七美花 伊藤忠商事(株)相互会乗馬部 ココボンゴ
(4) 小障害70cmクラス 内山 マリーナ 壬生乗馬クラブ ダンディーブルーM
(8) 中障害D 110cmクラス 布 桃百奈 壬生乗馬クラブ コンステレーション
(22) 小障害70cmクラス 内山 マリーナ 壬生乗馬クラブ ダンディーブルーM
(27) 中障害D 110cmクラス 布 桃百奈 壬生乗馬クラブ コンステレーション
(21) 小障害60cmクラス 北嶋 琴音 成城大学 馬術部 タカラバレット
(33) A2課目馬場馬術競技 小林 緑 成城大学 馬術部 ラブラドール
(35) L1課目馬場馬術競技 石崎 優衣 成城大学 馬術部 タカラバレット
(35) L1課目馬場馬術競技 有坂 萌 成城大学 馬術部 ラブラドール
(A) フレンドシップ80 久保田 隆夫 成蹊大学馬術部 ゴーシュエナイト
(2) ビギナーズジャンプ競技 都 拓人 成蹊大学馬術部 フェスタラビータ
(2) ビギナーズジャンプ競技 明石 知大 成蹊大学馬術部 フェスタラビータ
(3) 小障害60cmクラス 池田 駿介 成蹊大学馬術部 ゴーシュエナイト
(13) L1課目馬場馬術競技 渡邊 咲子 成蹊大学馬術部 モンドール
(20) ビギナーズジャンプ競技 都 拓人 成蹊大学馬術部 フェスタラビータ
(20) ビギナーズジャンプ競技 土屋 壽見歌 成蹊大学馬術部 フェスタラビータ
(21) 小障害60cmクラス 岡本 茉彩 成蹊大学馬術部 ゴーシュエナイト
(24) 馬旅賞 引退競走馬杯 加藤 来美 成蹊大学馬術部 ゴーシュエナイト
(34) A3課目馬場馬術競技 池田 鈴香 成蹊大学馬術部 モンドール
(A) フレンドシップ80 児玉 彰 SOMPOホールディングス馬術部 エメラルドフローラ
(6) 小障害90cmクラス 児玉 彰 SOMPOホールディングス馬術部 エメラルドフローラ
(17) JBGキャロット選手権 (馬場) 児玉 彰 SOMPOホールディングス馬術部 エメラルドフローラ
(29) JBG キャロット選手権 (障害) 児玉 彰 SOMPOホールディングス馬術部 エメラルドフローラ
(A) フレンドシップ80 熊田 泰希 早稲田大学馬術部 ラトゥールブリエ
(A) フレンドシップ80 田中 俊司 早稲田大学馬術部 稲煌
(1) ジムカーナ競技 (一般) 三木 麻綾 早稲田大学馬術部 稲蓮
(1) ジムカーナ競技 (一般) 川島 秀斗 早稲田大学馬術部 稲蓮
(1) ジムカーナ競技 (一般) 船田 大翔 早稲田大学馬術部 稲蓮
(2) ビギナーズジャンプ競技 黒森 恵 早稲田大学馬術部 稲煌
(2) ビギナーズジャンプ競技 田中 俊司 早稲田大学馬術部 稲煌
(3) 小障害60cmクラス 阿曽村 里桜 早稲田大学馬術部 稲煌
(3) 小障害60cmクラス 笠井 真結香 早稲田大学馬術部 ラトゥールブリエ
(3) 小障害60cmクラス 大見 奈那 早稲田大学馬術部 ラトゥールブリエ
(19) ジムカーナ競技 (一般) 黒森 恵 早稲田大学馬術部 稲煌
(19) ジムカーナ競技 (一般) 三木 麻綾 早稲田大学馬術部 稲蓮
(19) ジムカーナ競技 (一般) 川島 秀斗 早稲田大学馬術部 稲蓮
(19) ジムカーナ競技 (一般) 船田 大翔 早稲田大学馬術部 稲蓮
(21) 小障害60cmクラス 阿曽村 里桜 早稲田大学馬術部 稲煌
(21) 小障害60cmクラス 笠井 真結香 早稲田大学馬術部 ラトゥールブリエ
(21) 小障害60cmクラス 大見 奈那 早稲田大学馬術部 ラトゥールブリエ
(23) 小障害80cmクラス 熊田 泰希 早稲田大学馬術部 エメラルドフローラ
(24) 馬旅賞 引退競走馬杯 田中 俊司 早稲田大学馬術部 稲煌
(1) ジムカーナ競技 (一般) 横田 歩未 相模原乗馬クラブ カイトチャン
(1) ジムカーナ競技 (一般) 小林 栞歩 相模原乗馬クラブ カイトチャン
(2) ビギナーズジャンプ競技 大橋 恵 相模原乗馬クラブ バトルソウルフル
(3) 小障害60cmクラス 大橋 恵 相模原乗馬クラブ バトルソウルフル
(3) 小障害60cmクラス 比嘉 則子 相模原乗馬クラブ バトルソウルフル
(13) L1課目馬場馬術競技 高松 侑可 相模原乗馬クラブ ブレイヴ・パーシアス
(15) M1課目馬場馬術競技(公認) 関戸 大介 相模原乗馬クラブ ブレイヴ・パーシアス
(19) ジムカーナ競技 (一般) 藤波 ひな 相模原乗馬クラブ カイトチャン
(21) 小障害60cmクラス 比嘉 則子 相模原乗馬クラブ バトルソウルフル
(35) L1課目馬場馬術競技 高松 侑可 相模原乗馬クラブ ブレイヴ・パーシアス
(36) L2課目馬場馬術競技(公認) 関戸 大介 相模原乗馬クラブ ブレイヴ・パーシアス
(A) フレンドシップ80 園田 夢之介 東京大学馬術部 東月
(A) フレンドシップ80 上田 海斗 東京大学馬術部 東月
(5) 小障害80cmクラス 宮川 太真 東京大学馬術部 東月
(5) 小障害80cmクラス 上田 海斗 東京大学馬術部 東月
(7) 小障害100cmクラス 宮川 太真 東京大学馬術部 東月
(7) 小障害100cmクラス 上田 海斗 東京大学馬術部 東月
(12) A3課目馬場馬術競技 池田 浩隆 東京大学馬術部 東鈴
(13) L1課目馬場馬術競技 長谷川 柚華 東京大学馬術部 東鈴
(34) A3課目馬場馬術競技 池田 浩隆 東京大学馬術部 東鈴
(35) L1課目馬場馬術競技 長谷川 柚華 東京大学馬術部 東鈴
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(5) 小障害80cmクラス 伊藤 舞 東京農大厚木キャンパス馬術部 奏
(5) 小障害80cmクラス 宇賀田 侑吏 東京農大厚木キャンパス馬術部 ジュリー
(5) 小障害80cmクラス 近藤 向陽 東京農大厚木キャンパス馬術部 奏
(5) 小障害80cmクラス 小原 直樹 東京農大厚木キャンパス馬術部 リトル・コスモ
(5) 小障害80cmクラス 西冨 大空 東京農大厚木キャンパス馬術部 ジェリー
(5) 小障害80cmクラス 足達 加奈 東京農大厚木キャンパス馬術部 リトル・コスモ
(5) 小障害80cmクラス 藤田 理帆 東京農大厚木キャンパス馬術部 ジェリー
(21) 小障害60cmクラス 中島 浩昭 東京農大厚木キャンパス馬術部 ジェリー
(23) 小障害80cmクラス 宇賀田 侑吏 東京農大厚木キャンパス馬術部 ジュリー
(23) 小障害80cmクラス 近藤 向陽 東京農大厚木キャンパス馬術部 奏
(23) 小障害80cmクラス 小原 直樹 東京農大厚木キャンパス馬術部 リトル・コスモ
(23) 小障害80cmクラス 西冨 大空 東京農大厚木キャンパス馬術部 ジュリー
(23) 小障害80cmクラス 中島 浩昭 東京農大厚木キャンパス馬術部 ジェリー
(23) 小障害80cmクラス 矢口 大夢 東京農大厚木キャンパス馬術部 ジェリー
(26) 小障害100cmクラス 宇賀田 侑吏 東京農大厚木キャンパス馬術部 ジュリー
(26) 小障害100cmクラス 近藤 向陽 東京農大厚木キャンパス馬術部 奏
(26) 小障害100cmクラス 小原 直樹 東京農大厚木キャンパス馬術部 リトル・コスモ
(26) 小障害100cmクラス 西冨 大空 東京農大厚木キャンパス馬術部 ジュリー
(26) 小障害100cmクラス 矢口 大夢 東京農大厚木キャンパス馬術部 ジェリー
(33) A2課目馬場馬術競技 伊藤 舞 東京農大厚木キャンパス馬術部 バーニー
(33) A2課目馬場馬術競技 足達 加奈 東京農大厚木キャンパス馬術部 バーニー
(33) A2課目馬場馬術競技 藤田 理帆 東京農大厚木キャンパス馬術部 バーニー
(19) ジムカーナ競技 (一般) 竹本 新菜 浅野乗馬クラブ チェンジ
(19) ジムカーナ競技 (一般) 鳥羽 璃瑚 浅野乗馬クラブ チェンジ
(24) 馬旅賞 引退競走馬杯 安田 湊 浅野乗馬クラブ チェンジ
(7) 小障害100cmクラス 小栗 優玄 梅村建工(株)馬術部 エレノアUK
(27) 中障害D 110cmクラス 戸本 佳子 梅村建工(株)馬術部 プライムZ
(17) JBGキャロット選手権 (馬場) 小栗 優玄 梅村建工(株)馬術部 エレノアUK
(17) JBGキャロット選手権 (馬場) 梅村 憲 梅村建工(株)馬術部 プライムZ
(29) JBG キャロット選手権 (障害) 小栗 優玄 梅村建工(株)馬術部 チェンジ
(29) JBG キャロット選手権 (障害) 梅村 憲 梅村建工(株)馬術部 プライムZ
(29) JBG キャロット選手権 (障害) 美谷脇 舞子 梅村建工(株)馬術部 エレノアUK
(A) フレンドシップ80 徳山 望 八王子乗馬倶楽部 ショウナンパンサー
(B) フレンドシップ100 徳山 望 八王子乗馬倶楽部 ソースオブジョイ
(1) ジムカーナ競技 (一般) 八山 佳代 八王子乗馬倶楽部 ソースオブジョイ
(1) ジムカーナ競技 (チルドレン) Willams Hayden 八王子乗馬倶楽部 ビッツアンドピース
(2) ビギナーズジャンプ競技 ビーン エマ 八王子乗馬倶楽部 ビッツアンドピース
(6) 小障害90cmクラス 徳山 望 八王子乗馬倶楽部 ショウナンパンサー
(12) A3課目馬場馬術競技 徳山 紗映子 八王子乗馬倶楽部 ショウナンパンサー
(13) L1課目馬場馬術競技 徳山 紗映子 八王子乗馬倶楽部 エクタードマリス
(14) L1課目馬場馬術競技(公認) 丹野 あんず 八王子乗馬倶楽部 フィガロ
(19) ジムカーナ競技 (一般) 八山 佳代 八王子乗馬倶楽部 ソースオブジョイ
(20) ジムカーナ競技 (チルドレン) Willams Hayden 八王子乗馬倶楽部 ビッツアンドピース
(25) 小障害90cmクラス 徳山 望 八王子乗馬倶楽部 ショウナンパンサー
(35) L1課目馬場馬術競技 小澤 麻也子 八王子乗馬倶楽部 エクタードマリス
(35) L1課目馬場馬術競技 丹野 あんず 八王子乗馬倶楽部 フィガロ
(A) フレンドシップ80 山田 初枝 平塚乗馬クラブ フィアット
(A) フレンドシップ80 平賀 義貴 平塚乗馬クラブ ペーターP
(A) フレンドシップ80 立石 遼 平塚乗馬クラブ クラウド9
(4) 小障害70cmクラス 山田 初枝 平塚乗馬クラブ フィアット
(4) 小障害70cmクラス 立石 遼 平塚乗馬クラブ フィアット
(5) 小障害80cmクラス 山田 初枝 平塚乗馬クラブ ペーターP
(5) 小障害80cmクラス 平賀 義貴 平塚乗馬クラブ ペーターP
(6) 小障害90cmクラス 立石 遼 平塚乗馬クラブ クラウド9
(7) 小障害100cmクラス 立石 遼 平塚乗馬クラブ クラウド9
(22) 小障害70cmクラス 山田 初枝 平塚乗馬クラブ フィアット
(23) 小障害80cmクラス 山田 初枝 平塚乗馬クラブ フィアット
(24) 馬旅賞 引退競走馬杯 山田 初枝 平塚乗馬クラブ ペーターP
(A) フレンドシップ80 鈴木 裕介 北駿ホースヴィラ ジェシー
(3) 小障害60cmクラス 最首 葉子 北駿ホースヴィラ サダムドミニック
(3) 小障害60cmクラス 小池 祥子 北駿ホースヴィラ サダムドミニック
(3) 小障害60cmクラス 鈴木 裕介 北駿ホースヴィラ サダムドミニック
(4) 小障害70cmクラス 明渡 裕子 北駿ホースヴィラ ジェシー
(4) 小障害70cmクラス 鈴木 裕介 北駿ホースヴィラ ジェシー
(5) 小障害80cmクラス 最首 真一郎 北駿ホースヴィラ アテンポラル
(5) 小障害80cmクラス 木下 仁 北駿ホースヴィラ アテンポラル
(5) 小障害80cmクラス 鈴木 裕介 北駿ホースヴィラ アテンポラル
(6) 小障害90cmクラス 明渡 則和 北駿ホースヴィラ ジェシー
(10) A1課目馬場馬術競技 林 理香 北駿ホースヴィラ スクワールプリンス
(11) A2課目馬場馬術競技 鈴木 裕介 北駿ホースヴィラ クロフネライコウ
(21) 小障害60cmクラス 最首 葉子 北駿ホースヴィラ サダムドミニック
(21) 小障害60cmクラス 緒方 あずさ 北駿ホースヴィラ サダムドミニック
(21) 小障害60cmクラス 小池 祥子 北駿ホースヴィラ サダムドミニック
(22) 小障害70cmクラス 明渡 裕子 北駿ホースヴィラ ジェシー
(22) 小障害70cmクラス 鈴木 裕介 北駿ホースヴィラ ジェシー
(23) 小障害80cmクラス 最首 真一郎 北駿ホースヴィラ アテンポラル
(23) 小障害80cmクラス 木下 仁 北駿ホースヴィラ アテンポラル
(24) 馬旅賞 引退競走馬杯 明渡 則和 北駿ホースヴィラ ジェシー
(32) A1課目馬場馬術競技 毛利 彩乃 北駿ホースヴィラ スクワールプリンス
(32) A1課目馬場馬術競技 林 理香 北駿ホースヴィラ スクワールプリンス
(33) A2課目馬場馬術競技 鈴木 裕介 北駿ホースヴィラ クロフネライコウ
(A) フレンドシップ80 鹿戸 雄翔 明治大学馬術部 ボバフェットM
(A) フレンドシップ80 石井 李佳 明治大学馬術部 ユキタカオーM
(1) ジムカーナ競技 (一般) 岡田 茉樹 明治大学馬術部 ルークM
(1) ジムカーナ競技 (一般) 吉川 曜 明治大学馬術部 ベルナルドM
(1) ジムカーナ競技 (一般) 小泉 瑛璃 明治大学馬術部 ボバフェットM
(2) ビギナーズジャンプ競技 榎本 章宏 明治大学馬術部 ベルナルドM
(2) ビギナーズジャンプ競技 三谷 駿太朗 明治大学馬術部 ベルナルドM
(2) ビギナーズジャンプ競技 山田 廉 明治大学馬術部 ボバフェットM
(2) ビギナーズジャンプ競技 椎野 颯太 明治大学馬術部 ルークM
(3) 小障害60cmクラス 石井 李佳 明治大学馬術部 ユキタカオーM
(5) 小障害80cmクラス 石井 李佳 明治大学馬術部 ユキタカオーM
(5) 小障害80cmクラス 椿 遼香 明治大学馬術部 明輝
(7) 小障害100cmクラス 原 一晴 明治大学馬術部 明輝
(20) ビギナーズジャンプ競技 トウ イノ 明治大学馬術部 ルークM
(20) ビギナーズジャンプ競技 綱河 陽唄 明治大学馬術部 ボバフェットM
(20) ビギナーズジャンプ競技 増山 帆乃香 明治大学馬術部 ベルナルドM
(23) 小障害80cmクラス 椿 遼香 明治大学馬術部 ベルナルドM
(26) 小障害100cmクラス 山田 翔太 明治大学馬術部 ボバフェットM
(26) 小障害100cmクラス 石井 李佳 明治大学馬術部 ユキタカオーM
(26) 小障害100cmクラス 椿 遼香 明治大学馬術部 明輝


