
フレンドシップ出番表
チルドレンライダー（下馬場）

所属 騎乗者氏名 馬名
1 那須トレーニングファーム 広田　龍馬 メリーゴーランド
2 アバロン・ ヒルサイドファーム 芹沢　永治 チャンピオンダリア
3 北総乗馬クラブ 林　義昌 ゾロⅠ
4 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 本田　恵士 シターン
5 小山乗馬クラブ 根本　華菜子 アウーラ
6 成田乗馬クラブ 山田　麻由 ペニィレイン
7 杉谷乗馬クラブ 藤川　優香 ジャンヌダルクⅠ
8 つま恋乗馬倶楽部 梅田　信 アマザン
9 水口乗馬クラブ 谷口　真一 ワイタハヌイ
10 ドリームファーム 平井　亜依 ライジングサン
11 乗馬クラブ　リバーサイドステーブル浜北 佃　日出彦 クパラ
12 ライディングスクールスマイルフィールド 仁田原　志起 シャジャート
13 ホースファームエルミオーレ 波里　有輝 ライクアチャーム
14 駿ホースクラブ 西塚　重二 ロキシコン
15 立山乗馬クラブ 竹田　浩志 スカイスクレイパー
16 那須トレーニングファーム 植松　そよ香 メリーゴーランド
17 佐倉ライディングクラブ 福島　勇 エスパシオ
18 北総乗馬クラブ 林　忠寛 メロディーR
19 つま恋乗馬倶楽部 山内　勇人 Yエフプリアモス
20 小山乗馬クラブ 増山　治夫 ホクトオーザ
21 ホースクラブ・ディンプル 前島　仁 ソレイユ
22 杉谷乗馬クラブ 大野　順也 モンティーサン
23 徳島乗馬倶楽部 梁川　正重 ロベール・デュマ
24 乗馬クラブニューシーズン御殿場 西島　由季 エルソルデアポロン
25 ㈱中島トニアシュタール 中島　信行 ディアフォンテン
26 名鉄乗馬クラブクレイン東海 西村　勇一郎 ティップトー
27 東関東ホースパーク 森岡　育海 ゴールドファイブ
28 犬山乗馬クラブ 中村　紗玖良 フラワーチャーム
29 駿ホースクラブ 川口　麻衣子 ラタミールタリトー
30 つま恋乗馬倶楽部 梅田　信 マイティジョージ
31 那須トレーニングファーム 広田　龍馬 ハッピーパンチ
32 アバロン・ ヒルサイドファーム 芹沢　永治 ヴィゴ
33 カナディアンキャンプ乗馬クラブ 波里　有輝 ウレーカ
34 北総乗馬クラブ 林　義昌 アローウィナー
35 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 本田　恵士 スマートシール
36 小山乗馬クラブ 根本　華菜子 ブダライ・ギスモ
37 成田乗馬クラブ 山田　麻由 アバンギャルド
38 ホースクラブ・ディンプル 中島　瑠伽 剣
39 徳島乗馬倶楽部 梁川　正重 シャムロック
40 乗馬クラブニューシーズン御殿場 水野谷　杏珠 ルミエールプルミエ
41 ㈱中島トニアシュタール 石栗　里美 ディアフォンテン
42 つま恋乗馬倶楽部 渡辺　祐香 カムラウドZ
43 東関東ホースパーク 横田　真吾 アキレス
44 犬山乗馬クラブ 翠　悠介 ロコ
45 駿ホースクラブ 西塚　優二 ラタミールバサルト
46 立山乗馬クラブ 竹田　浩志 エターナル
47 那須トレーニングファーム 山田　南 ハッピーパンチ
48 カナディアンキャンプ乗馬クラブ 古川　芙三子 アリシアレフィノ
49 佐倉ライディングクラブ 福島　勇 マシェリ
50 乗馬クラブ　ルヴァード花畑 中村　幸喜 寿
51 ライディングクラブアルカディア 神　瑛一郎 ケイ
52 小山乗馬クラブ 増山　治夫 スオウイノベート
53 藤沢乗馬クラブ 杉山　慎一郎 栗姫
54 つま恋乗馬倶楽部 東郷　正也 マーレイエコー
55 徳島乗馬倶楽部 梁川　正重 ジンファンデル
56 乗馬クラブニューシーズン御殿場 西島　由季 スポック
57 乗馬クラブクレイン京都 竹内　彰秀 フミノキャロル
58 乗馬倶楽部エクウス一宮 磯村　佳美 キュートアイ
59 乗馬クラブクレイン伊奈 高田　耕平 マーティス
60 利府森郷乗馬クラブ 高橋　玲花 大和千尋
61 (社)神戸乗馬倶楽部 大西　徹平 グレシィーヌ
62 北勢ライディングファーム 中村　洋子 コウエイスマイル
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63 両備乗馬クラブクレイン岡山 清水　宏宣 シュガーフェイス
64 八ヶ岳乗馬会 山下　昭三 クールドリオン
65 つま恋乗馬倶楽部 渡辺　祐香 Yダブルウィンド
66 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 本田　恵士 クルセイダー
67 小山乗馬クラブ 根本　華菜子 グッドバットクレイジー
68 藤沢乗馬クラブ 杉山　慎一郎 マークジェル
69 東北馬事センター 横山　奈緒美 ジュネーブ
70 徳島乗馬倶楽部 梁川　正重 明王丸
71 乗馬クラブニューシーズン御殿場 中馬　薫 シエルブルー
72 上田乗馬倶楽部 増田　真七海 ドン　コサック
73 壬生乗馬クラブ 鶴見　利光 ルクソールⅢ
74 蒜山ホースパーク 伊藤　あき シドニーハーバー
75 利府森郷乗馬クラブ 千葉　貞治 大和瑞翔
76 つま恋乗馬倶楽部 東郷　正也 ドルテ
77 乗馬クラブクレイン京都 竹内　彰秀 レノックスルイス
78 乗馬クラブグレイスファーム 板垣　興明 スノーフェアリー
79 乗馬クラブクレイン伊奈 高田　耕平 プレーン
80 青森県立三本木農業高等学校 小野　諒久 ティ・エフカイザー
81 新庄乗馬クラブ 吉川　京太 ラタミールトーマ
82 乗馬クラブクレイン竜ヶ崎 谷野　雅憲 ケイスⅢ
83 藤沢乗馬クラブ 杉山　慎一郎 スラートハナミ
84 リグループ　　クラリー牧場 千田　真紀 ハロードリー
85 座間近代乗馬クラブ 草薙　達也 ハルトヴィーク
86 乗馬クラブニューシーズン御殿場 井口　有菜 トゥインクルフューチャー
87 つま恋乗馬倶楽部 渡辺　祐香 ブギーズZ
88 乗馬倶楽部エクウス一宮 磯村　佳美 ムサシX
89 蒜山ホースパーク 原田　喜市 ニューハーベン
90 利府森郷乗馬クラブ 高橋　玲花 大和瑞翔
91 (社)神戸乗馬倶楽部 大西　徹平 Jボーイ
92 北勢ライディングファーム 中村　洋子 ペピータ
93 つま恋乗馬倶楽部 東郷　正也 ロズウェル
94 ボナンザ乗馬クラブ 宮崎　茉央 シェリー
95 青森県立三本木農業高等学校 西村　憲悦 デュオトルネード
96 新庄乗馬クラブ 岡村　実 ジークジオン
97 乗馬クラブクレイン京都 竹内　彰秀 アイスラブ
98 藤沢乗馬クラブ 杉山　慎一郎 ヴィゼル
99 乗馬クラブクレイン伊奈 高田　耕平 トーマス
100 座間近代乗馬クラブ 中田　海座 ハルトヴィーク
101 乗馬クラブニューシーズン御殿場 中村　もね リバティ
102 上田乗馬倶楽部 増田　真七海 スーパーシナモン
103 乗馬クラブクレイン東京 松本　譲 キングダムデューク
104 蒜山ホースパーク 伊藤　あき ウィーランド
105 乗馬クラブクレイン神奈川 板木　春衣 ラミアス
106 フジホースライディングクラブ 藤田　充 ジャイロボール
107 乗馬クラブグレイスファーム 板垣　興明 フェアチャイルド
108 つま恋乗馬倶楽部 渡辺　祐香 Yダブルファイヤー
109 カシオペアライディングパーク 中尾　多聞 ペディアトリックス
110 御殿場市乗馬スポーツ少年団 嶽下　翔平 マックス
111 乗馬クラブクレイン竜ヶ崎 谷野　雅憲 オークファイヤー
112 藤沢乗馬クラブ 杉山　慎一郎 リヴェリオン
113 リグループ　　クラリー牧場 千田　真紀 フォトジェニック
114 ハーモニーファーム淡路 田中　和真 テリーK
115 乗馬クラブニューシーズン御殿場 水野谷　花梨 アルジェント
116 乗馬クラブクレイン京都 竹内　彰秀 ホワイトベル
117 乗馬倶楽部エクウス一宮 磯村　佳美 リベルタ
118 乗馬クラブクレイン伊奈 高田　耕平 キャスター
119 (社)神戸乗馬倶楽部 大西　徹平 ヒーロー
120 フジホースライディングクラブ 菊地　亮太郎 ジャイロボール
121 ニッケ乗馬クラブクレイン加古川 野口　恭弘 シュプリーム・ハービー
122 ボナンザ乗馬クラブ 宮崎　茉央 一豊
123 カシオペアライディングパーク 中尾　多聞 タイヨウ
124 グローバル乗馬クラブ 平野　史也 ドレスデン
125 クラブ　コルツ 高瀬　晴菜 ピサノガッシュ
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