
フレンドシップ出番表
ヤング/ジュニアライダー（上馬場）

所属 騎乗者氏名 馬名
1 髙宮ライディング・パーク 宇野　千紘 トウケイオー
2 緑苑乗馬クラブ 五十嵐　裕哉 Gグラナダ
3 明石乗馬協会 田村　舞夏 コルドン・ブルー
4 明松寺馬事公苑 佐藤　泰 沙羅
5 法政大学馬術部 木村　勇也 ウェルフェアー
6 早稲田大学馬術部 秦　慧州 稲帥
7 飯綱ライディングパーク 清水　彩花 信濃竜王
8 八王子乗馬倶楽部 細野　茂之 メルクウェッヒ
9 明治大学馬術部 吉田　学人 明由
10 渡良瀬北斗乗馬倶楽部 内田　雄三 キャプテン　ジョー
11 ライディングクラブフジファーム 朴本　真侑 デコレーション
12 ホースフレンズパーク 宮崎　紅葉 サン・ジルダール
13 ブリタニア乗馬倶楽部 深水　伸平 ゴールドガンダム
14 中央大学馬術部 仁田原　知毅 白桜
15 湯の町乗馬クラブ 秋葉　友勝 ステラ
16 東海大学馬術部 鳴田　梨那 ロードウィンド
17 早稲田大学馬術部 佐藤　泰 雷音
18 明石乗馬協会 千古　七瀬 トゥルーカラーズ
19 専修大学馬術部 坂田　篤司 ギャレストロ
20 相模原乗馬クラブ 高梨　剣吾 ダブルクロス
21 明治大学馬術部 斉藤　功貴 明欄
22 飯綱ライディングパーク 篠原　悟 クウォリーダスト
23 八王子乗馬倶楽部 小峰　姫織 メルクウェッヒ
24 ライディングクラブフジファーム 川口　大輔 パステル
25 渡良瀬北斗乗馬倶楽部 伊東　佳菜子 キャプテン　ジョー
26 ホースフレンズパーク 荻原　麻里 カッサーノ
27 関西学院大学馬術部 古峨　淳明 月雅
28 早稲田大学馬術部 照井　駿介 ディナーラ
29 中央大学馬術部 石川　正直 白翠
30 ブリタニア乗馬倶楽部 西田　翔 ゴールドガンダム
31 髙宮ライディング・パーク 宇野　千紘 ロングターゲット
32 駒立乗馬クラブ 柘植　千夏 パッションⅡ
33 明治大学馬術部 吉田　賢人 明峯
34 専修大学馬術部 柳原　大徳 ロッキンジー
35 法政大学馬術部 木村　勇也 シュトラール
36 千葉ライディングパーク 郷原　千尋 アルディー
37 ライディングクラブフジファーム 川口　雅美 シュペール
38 Ｇｉｆｕ吉田ファミリー 吉田　裕之 クリッキー
39 早稲田大学馬術部 金本　行誠 ルイ・ティンクル
40 青山学院大学馬術部 新東　遊行 ブルージュリアン
41 新潟県馬術連盟 広田　龍馬 ブラックピーク
42 関西学院大学馬術部 西脇　万美子 月陽
43 乗馬クラブクレイン仙台泉パークタウン 柿澤　小夜子 ウイニング
44 中央大学馬術部 二位関　眞 白麗
45 明治大学馬術部 斉藤　功貴 明皇
46 北総乗馬クラブ 井上　駒美子 オーバーダン
47 甲南大学馬術部 門　美真理 ルーカス
48 赤城乗馬学校 今成　恵 ラタミールマリータ
49 専修大学馬術部 秋山　桜子 聖専
50 早稲田大学馬術部 照井　駿介 ロジャーラビット
51 新潟県馬術連盟 広田　龍馬 スピリット
52 ホライゾンスポーツホース 菅野　仁 アワ　プロフェシィー
53 ブリタニア乗馬倶楽部 高橋　侑也 カストレル
54 ヴィテン乗馬クラブクレイン金沢 近森　広行 アクアマリンシチー
55 成田乗馬クラブ 山田　晃嗣 ピトロリーナ
56 北総乗馬クラブ 池田　耀子 パムレット
57 明治大学馬術部 柘植　和也 明一
58 立命館大学馬術部 萩原　理裕 ブライトタイム
59 中央大学馬術部 神山　四季太 グラーネクララ
60 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 矢野　翔一 エンドレスカレッジ
61 新潟県馬術連盟 広田　龍馬 ジョーカーヴィラファル
62 早稲田大学馬術部 池田　幸太郎 モンティー
63 赤城乗馬学校 石井　麻理子 レオナルドⅠ
64 駒立乗馬クラブ 柘植　千夏 慧
65 乗馬クラブ　リバーサイドステーブル浜北 荒木　紀迪 ミスティカル
66 北総乗馬クラブ 井上　駒美子 マキシム
67 アバロン・ ヒルサイドファーム 武宮　匡宏 ダニーホッパー
68 同志社大学馬術部 笠原　太朗 ハイライン
69 ライディングスクールスマイルフィールド 仁田原　志起 ティアーモ
70 成田乗馬クラブ 山田　晃嗣 ラシェール
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71 那須トレーニングファーム 広田　龍馬 ゼロ
72 ホースファームエルミオーレ 波里　有輝 オマージュ
73 立命館大学馬術部 稲川　慧悟 翔如
74 ドリームファーム 中川　かほり スタークソックス
75 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 渡邉　瀬奈 トゥーシェ
76 北総乗馬クラブ 林　忠寛 ソフティー
77 アバロン・ ヒルサイドファーム 芹沢　永治 パルティーダ
78 小山乗馬クラブ 嶋田　舞 エスペランサ
79 水口乗馬クラブ 谷口　真一 キングエンブレム
80 ドレッサージュ・ステーブル・テルイ 田口　貴也 ピナヴェーラ
81 那須トレーニングファーム 竹中　美穂 ゼロ
82 乗馬クラブ　ルヴァード花畑 品川　皇王 Cセリカ
83 HAS浜松乗馬クラブ 薬師　大樹 シュクレマロン
84 名鉄乗馬クラブクレイン東海 加藤　大助 ラストドロップ
85 成田乗馬クラブ 行木　志津佳 ユーエフオー
86 北総乗馬クラブ 林　忠義 ホワイトウィナーⅡ
87 アバロン・ ヒルサイドファーム 武宮　匡宏 カッサンドロ
88 立命館大学馬術部 佃　日出彦 青輝龍
89 ドリームファーム 平井　亜依 スパロウ
90 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 矢野　翔一 サマー
91 那須トレーニングファーム 広田　龍馬 ラストパートナー
92 同志社大学馬術部 本田　恵士 ドリームタイムロード
93 小山乗馬クラブ 朝日　智大 山葵丸
94 水口乗馬クラブ 谷口　真一 ギフト
95 乗馬クラブ　リバーサイドステーブル浜北 荒木　紀迪 ニルヴァーシュ
96 北総乗馬クラブ 林　忠寛 テレキシオ
97 アバロン・ ヒルサイドファーム 芹沢　永治 キングダンサー
98 杉谷乗馬クラブ 陶器　幸一 コンタクト
99 ライディングスクールスマイルフィールド 仁田原　志起 ウルティモ
100 成田乗馬クラブ 二宮　裕哉 コロネル
101 那須トレーニングファーム 竹中　美穂 ラストパートナー
102 ホースファームエルミオーレ 波里　有輝 ヴィクター
103 ㈱中島トニアシュタール 中島　信行 パーティオ
104 ドリームファーム 平井　勝久 ボン・ガルソン
105 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 髙田　潤 マジョラムⅡ
106 北総乗馬クラブ 林　忠義 エキサイト
107 アバロン・ ヒルサイドファーム 芹沢　永治 コーリシオ
108 小山乗馬クラブ 増山　治夫 アミフジスペシャル
109 水口乗馬クラブ 谷口　真一 ダイヤモンド・パール
110 つま恋乗馬倶楽部 藤本　光国 コデックス
111 那須トレーニングファーム 広田　龍馬 ナストレカントリー
112 東関東ホースパーク 福島　崇文 タテヤマアラシ
113 杉谷乗馬クラブ 山本　浩志 バトルクイーン
114 ライディングクラブアルカディア 佐藤　洋平 シークレットアイドル
115 成田乗馬クラブ 宇都宮　誉司 パープルレイン9
116 北総乗馬クラブ 林　忠寛 ダイワトリッキー
117 アバロン・ ヒルサイドファーム 芹沢　永治 ダイヤモンドブレス
118 ㈱中島トニアシュタール 上野　菫 パーティオ
119 駿ホースクラブ 西塚　愛由美 サンディエゴ
120 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 本田　恵士 シンメルペニー
121 那須トレーニングファーム 金村　宣宏 ナストレカントリー
122 徳島乗馬倶楽部 梁川　正重 インドクトロ
123 小山乗馬クラブ 東條　裕孝 ランスコース
124 乗馬クラブニューシーズン御殿場 有馬　一貴 アウローラ
125 つま恋乗馬倶楽部 梅田　信 Yエイチマウンテン
126 北総乗馬クラブ 林　忠義 インディゴ
127 アバロン・ ヒルサイドファーム 芹沢　永治 ナイアガラシチー
128 杉谷乗馬クラブ 江田　しおり スピロウ
129 犬山乗馬クラブ 新井　博人 葵
130 立山乗馬クラブ 竹田　浩志 インフィニティ
131 那須トレーニングファーム 広田　龍馬 レーナ・サン
132 佐倉ライディングクラブ 福島　勇 叢雲
133 ホースクラブ・ディンプル 前島　仁 ガーシュウィン
134 駿ホースクラブ 西塚　重二 ラタミール・ベス
135 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 髙田　潤 ジャカランダ
136 北総乗馬クラブ 森田　奈緒美 インディゴ
137 徳島乗馬倶楽部 梁川　正重 エルドゥオール
138 小山乗馬クラブ 増山　治夫 レノックス
139 乗馬クラブニューシーズン御殿場 有馬　一貴 ライブリムーン
140 つま恋乗馬倶楽部 藤本　光国 オダン
141 那須トレーニングファーム 渡邊　祐奈 レーナ・サン
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