
10月10日（月）　9:00～

Ｅ Ｈ Ｃ Ｍ Ｂ

1 栃木県 金城　友 ハイテック 175

2 香川県 安田　小都子 ワイズガイRS 126

3 東京都 神村　ひより エルメス・デァツヴァイタ 50

4 山口県 森岡　正子 ジョジョ=ビクトール 123

5 兵庫県 小河　貴代 アムステルダム 97

6 秋田県 藤原　さつき ユリシス 21

7 千葉県 増元　真以子 ドンアンジェロ 45

8 静岡県 人見　美代子 ソマレッロ 72

9 鹿児島県 上村　まゆみ デミーロ 163

10 奈良県 中村　公子 ジェームスディーン4 101

11 富山県 牧野　真弥 エノーム 65

12 山形県 丹野　里香 B・スペシャル 23

13 佐賀県 古賀　千尋 フィノ 146

得点率（％） 最終
得点
率

順位

第21競技　成年女子　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10日（月） 9:00～　（下見予定時間　8:35～）

1 福岡県 上野　美緒 ジュベル 143

2 茨城県 中島　妃香留 ダイワシュガー 35

3 愛知県 萩原　克貴 フローズンダイヤモンド 80

4 兵庫県 大谷　永吉 ボイス 98

5 熊本県 中山　龍 ナバロン 152

6 岡山県 桐野　紗羅 ストラティーゴ 118

7 広島県 坂光　栞奈 デイリーニュース 122

8 石川県 端保　拓斗 アサクサショパン 67

WD 新潟県 松澤　結依 モデラート 55

10 青森県 菊池　彩華 Gファントム 10

11 奈良県 渡辺　明 バンディートG 100

12 鹿児島県 鳥居　玲花 ディナスティ 161

13 香川県 中村　應太 エルヴィス 128

14 宮崎県 小田　大 バータノ 160

15 栃木県 広田　大和 ブレイヴスターズofヤス 176

16 鳥取県 渡辺　莉彩 ラコルZ 108

17 北海道 津田　みや モナベール 3

18 神奈川県 野本　輝仁 ハッピーサンシャイン 51

19 福島県 西畑　慎之介 オンワードマック 27

20 愛媛県 松本　悠馳 オレンジヴァン 134

21 千葉県 深山　恵理奈 エリーゼ 43

22 静岡県 杉山　海波 ミラナ 78

23 福井県 中村　つくし マラドーナ 69

24 滋賀県 米田　圭吾 バロンドゥフォール 91

25 宮城県 佐藤　天太郎 シャルムールZ 20

走行タイム
馬匹
番号

都道府県 選　手　名 馬　　名 得点

第２２競技　少　　年　トップスコア競技

順位
出場
番号



10月10日（月） 10:45～　（下見予定時間　10:30～）

１回目 ２回目 ３回目 ４回目

1 福井県 吉村　英喜 カスコ 68

2 鹿児島県 深水　伸平 キングスクロス 162

3 広島県 眞田　凌 ジャレオファンヘットヘーヴェルランド 120

4 神奈川県 杉山　慎一郎 ハッピーサンシャイン 51

5 宮崎県 松田　靖久 エッシャーSB 158

6 宮城県 鈴木　嘉憲 ハマーA.D 17

7 佐賀県 成富　海 コンテッサ 148

WD 愛知県 吉川　正人 サンスクリット 79

9 千葉県 福島　大輔 エリーゼ 43

10 北海道 楠木　貴成 センチュリオンZ 1

11 香川県 安田　一彦 ラミール・ドゥ・レヴェル 127

WD 大阪府 本田　恵士 ジータ 94

13 茨城県 増山　大治郎 トゥルーク 33

14 山形県 二位関　尭 ピニャ・コラーダ 22

15 栃木県 増山　治夫 キャンベラＺ 181

16 沖縄県 花城　薫 プリンセスユキ 182

17 静岡県 松島　和徳 ハリーポッター・D 75

18 滋賀県 山口　敬介 カムアンドフィール 87

19 奈良県 桝井　俊樹 カルタゲーナ6 103

20 岡山県 三木　康史 クリフ66 114

WD 高知県 和田　健太郎 エスプレッソⅡ 138

出場
番号

馬匹
番号

順位都道府県 減点
ジャンプオフ

第23競技　成年男子　六段障害飛越競技

選　手　名 馬　　名


