
出番 選手名 馬名 所属 成績 順位 予定

1 森岡　正子 Be フェリーチェ 岩国乗馬クラブ 7:30

2 原田　喜市 エイコーンパス 蒜山ホースパーク 7:38

3 山田　聡子 アスラン ホースファーム　エルミオーレ神戸 7:46

出番 選手名 馬名 所属 成績 順位 予定

1 柏原　由恵 チャーリー ホースクラブ　アルブリス 7:54

2 森岡　正子 パトリックライアン 岩国乗馬クラブ 8:02

出番 選手名 馬名 所属 成績 順位 予定

1 柏原　由恵 チャーリー ホースクラブ　アルブリス 8:20

出番 選手名 馬名 所属 成績 順位 予定

1 橋村　優希 スノーフェリックス ホースファーム　エルミオーレ神戸 8:10 注意！

2 渡邉　美智 チャーリー ホースクラブ　アルブリス 8:48 注意！

3 河野　節子 パトリックライアン 岩国乗馬クラブ 8:56

4 山田　聡子 アスピラスィオン ホースファーム　エルミオーレ神戸 9:04

5 徳山　あつ子 トカード・ドゥラ・ブリーズ・デュフェイズ ホースクラブ　アルブリス 9:12

6 原田　広惠 アスラン ホースファーム　エルミオーレ神戸 9:30

7 田中　小百合 カラードリトルフォックス 蒜山ホースパーク 9:38

8 毛利　友希子 マロンクリスティ 岩国乗馬クラブ 9:46

9 山田　聡子 ロビン８ ホースファーム　エルミオーレ神戸 9:54

4/2 18:00

第８競技　　　セントジョージ馬場馬術課目-Ⅱ

第９競技　　　馬場馬術課目Ｓ１-Ⅱ

第１０競技　　　馬場馬術課目Ｍ１-Ⅱ（part１）

第１１競技　　　馬場馬術課目Ｌ１-Ⅰ（part２）

休憩
約10分



出番 選手名 馬名 所属 課目 成績 予定

1 原田　喜市 ワイズガイRS STALLION STABLE GP 8:40 注意！

2 原田　喜市 ボンジュール 蒜山ホースパーク GP 11:40 注意！

出番 選手名 馬名 所属 成績 順位 予定

1 田中　頌平 ハイヤーゾーン 岡山乗馬倶楽部 10:20

2 小薮　まい トゥエンティ２０ 甲南大学馬術部 10:27

3 毛利　友希子 マロンクリスティ 岩国乗馬クラブ 10:34

4 柏原　逸美 キャンディ ホースクラブ　アルブリス 10:41

5 郷　和恵 アスピラスィオン ホースファーム　エルミオーレ神戸 10:48

6 森景　登貴子 アウダ 岡山乗馬倶楽部 10:55

出番 選手名 馬名 所属 成績 順位 予定

1 植田　雅美 ロビン８ ホースファーム　エルミオーレ神戸 11:02

2 田中　頌平 ワールドピース サラブリトレーニング・ジャパン 11:09

3 坂井　容子 レッドジェイビー 岡山乗馬倶楽部 11:16

第１２競技　　　オープン馬場馬術-Ⅱ（part１）

第１３競技　　　馬場馬術課目Ａ３-Ⅱ

第１４競技　　　馬場馬術課目Ａ２-Ⅱ



下見：１２：１０～　　開始：１２：２５～

出番 選手名 馬名 所属 減点 タイム 順位

1 井上　大輔OP リーゼントマン ＭＲＣ乗馬クラブ広島

2 眞田　翔 ライクアジャーニー 眞田ライディングクラブ

3 田口　英嗣 ガングート ホースファーム　エルミオーレ神戸

4 眞田　凌 鉄男 眞田ライディングクラブ

5 田中　頌平 ドルチェ 岡山乗馬倶楽部

6 西崎　純郎 モヒート 岡山乗馬倶楽部

7 宇和　恵美子 ロック ホースファーム　エルミオーレ神戸

8 久保　享子 リーゼントマン ＭＲＣ乗馬クラブ広島

9 辻　結仁 リサヴァンデウィンデルスティーンＺ ホースファーム　エルミオーレ神戸

10 原田　昴治 サンリバル 岡山県立勝山高等学校蒜山校地

11 藤本　佳史 ライクアジャーニー 眞田ライディングクラブ

12 田口　和務 ガングート ホースファーム　エルミオーレ神戸

13 神崎　由紀子 フィガロ 岡山乗馬倶楽部

14 藤本　凰月 ドルチェ 岡山乗馬倶楽部

15 後藤　博文 鉄男 眞田ライディングクラブ

16 美谷脇　舞子 イサチルリョウマ 蒜山ホースパーク

第１５競技　　　小障害飛越競技６０－Ⅰ



下見：１３：１５～　　開始：１３：３０～

出番 選手名 馬名 所属 減点 タイム 順位

０１ 西崎　純郎 リノ・カノア 岡山乗馬倶楽部

1 野口　恭弘 ロック ホースファーム　エルミオーレ神戸

2 井上　大輔OP イライザフィーツ ＭＲＣ乗馬クラブ広島

3 田中　頌平 ワンダーマンキアオ サラブリトレーニング・ジャパン

4 桐野　紗羅 タンゲーラ サラブリトレーニング・ジャパン

5 眞田　凌 アンフォロー 眞田ライディングクラブ

6 大槻　モモ リーゼントマン ＭＲＣ乗馬クラブ広島

7 世良　歩実 タイセイブレーク サラブリトレーニング・ジャパン

8 井上　大輔OP フェリックス ＭＲＣ乗馬クラブ広島

9 宇和　恵美子 ロック ホースファーム　エルミオーレ神戸

10 神崎　由紀子 フィガロ 岡山乗馬倶楽部

11 伊藤　博美 イライザフィーツ ＭＲＣ乗馬クラブ広島

12 鍛治谷　知恵 フェリックス ＭＲＣ乗馬クラブ広島

13 定森　巧時 リノ・カノア 岡山乗馬倶楽部

14 田中　頌平 ガッバーナ 岡山乗馬倶楽部

15 辻　結仁 リサヴァンデウィンデルスティーンＺ ホースファーム　エルミオーレ神戸

16 盛本　悠月 デサフィオ RASTER STABLE

下見：１４：１０～　　開始：１４：２５～

出番 選手名 馬名 所属 減点 タイム 順位

1 井上　大輔OP クラフトマン ＭＲＣ乗馬クラブ広島

2 原田　昴治 ピンストライプ 岡山県立勝山高等学校蒜山校地

3 世良　歩実 キャンプテンドリーム 岡山乗馬倶楽部

4 内藤　智治 ジャヴァリ ＭＲＣ乗馬クラブ広島

5 二宮　彩 ヴァレンジーノ 岩国乗馬クラブ

6 伊藤　博美 イライザフィーツ ＭＲＣ乗馬クラブ広島

7 眞田　凌 オフェリア 眞田ライディングクラブ

8 梅田　信 ホワイトキリマンジャロ 甲南大学馬術部

9 池野　未子 タルトオポム 岡山乗馬倶楽部

10 眞田　凌 バルーズフライングシージェイ 眞田ライディングクラブ

11 武田　沙来 ブラックスミス ホースファーム　エルミオーレ神戸

12 西野　嵩啓 フロムA 岡山乗馬倶楽部

第１６競技　　　小障害飛越競技８０－Ⅰ

第１７競技　　　小障害飛越競技１００－Ⅰ



下見：１５：１０～　　開始：１５：２５～

出番 選手名 馬名 所属 減点 タイム 順位

1 西崎　純郎 タルトオポム 岡山乗馬倶楽部

2 内藤　智治 ジャヴァリ ＭＲＣ乗馬クラブ広島

3 二宮　彩 ヴァレンジーノ 岩国乗馬クラブ

4 梅田　信 フィネス・ファン・ヘイツ・レリィホフ 甲南大学馬術部

5 世良　歩実 カリアンジーナYH 岡山乗馬倶楽部

6 三木　康史 クリフ６６ 蒜山ホースパーク

7 山本　恵理 タケルブラック 岡山乗馬倶楽部

8 杉村　真輝 レジスタ 岡山県立勝山高等学校蒜山校地

9 武田　沙来 ブラックスミス ホースファーム　エルミオーレ神戸

10 近藤　三男 バルーズフライングシージェイ 眞田ライディングクラブ

11 藤田　陸杜 クラフトマン ＭＲＣ乗馬クラブ広島

12 田中　頌平 メテオ 岡山乗馬倶楽部

第１８競技に引き続き実施

出番 選手名 馬名 所属 減点 タイム 順位

1 西野　嵩啓 フロムA 岡山乗馬倶楽部

第１８競技　　　中障害飛越競技Ｄ-Ⅰ（公認）

第１９競技　　　中障害飛越競技Ｄ-Ⅰ（オープン）



下見：１６：１０～　　開始：１６：２５～

出番 選手名 馬名 所属 減点 タイム 順位

1 桐野　紗羅 ストラティーゴ 岡山乗馬倶楽部

2 野口　恭弘 レイス ホースファーム　エルミオーレ神戸

3 坂光　栞奈 オフェリア 眞田ライディングクラブ

4 西崎　純郎 タケルブラック 岡山乗馬倶楽部

第２０競技に引き続き実施

出番 選手名 馬名 所属 減点 タイム 順位

1 野口　恭弘 リサヴァンデウィンデルスティーンＺ ホースファーム　エルミオーレ神戸

下見：１６：５０～　　開始：１７：０５～

出番 選手名 馬名 所属 減点 タイム 順位

1 野口　恭弘 レイス ホースファーム　エルミオーレ神戸

2 西崎　純郎 エクスキャリバー 岡山乗馬倶楽部

第２２競技に引き続き実施

出番 選手名 馬名 所属 減点 タイム 順位

第２２競技　　　中障害飛越競技Ｂ-Ⅰ（公認）

第２３競技　　　中障害飛越競技Ｂ-Ⅰ（オープン）

第２０競技　　　中障害飛越競技Ｃ-Ⅰ（公認）

第２１競技　　　中障害飛越競技Ｃ-Ⅰ（オープン）


