
第62回全日本障害馬術大会2010 PartⅡ
フレンドシップ競技　Ⅰ　110cm以下

出番表

出番 騎乗者氏名 馬名 所属
1 小林　美穂子 ゲイリーセイヴァー (株)ライディングクラブ　ウインズ
2 西崎　純郎 ファーノース 岡山乗馬倶楽部
3 藤田　充 アーサースター フジホースライディングクラブ
4 林　忠義 メロディーR 北総乗馬クラブ
5 西塚　重二 ラタミール・ロステート 駿ホースクラブ
6 川口　大輔 パステル ライディングクラブフジファーム
7 小藪　かおり リビングストーン ロイヤル乗馬クラブ
8 竹内　彰秀 アイスラブ 乗馬クラブクレイン京都
9 脇本　優衣 シルバーウイングⅡ 乗馬クラブクレイン大阪
10 上野　菫 月の王者 筑波スカイラインスティーブル
11 林　泰典 リミットアップ 大井松田乗馬クラブ
12 前島　仁 ルガーナ ホースクラブ・ディンプル
13 宮脇　健也 スマートシール 乗馬クラブクレインオリンピックパーク
14 尾田　光宏 バンキッシュS 財団法人大阪乗馬協会
15 霜島　果月 アリオン ATSUGIライディングクラブ
16 山内　のぞみ メイクミーフェイマス 乗馬クラブクレイン奈良
17 藤田　充 エムティ・パレット フジホースライディングクラブ
18 二位関　眞 ロケットソックス 湯の町乗馬クラブ
19 桑原　広之進 ライクアチャーム ホースファームエルミオーレ
20 山脇　昭人 ラ・クレソン 乗馬クラブクレイン奈良
21 黒河　裕 クルージングローズ (財)三木山人と馬とのふれあいの森協会
22 菅野　仁 シャンソン　シセル ホライゾンスポーツホース
23 渡辺　祐香 Mレイ つま恋乗馬倶楽部
24 吉田　裕之 スクランプ Ｇｉｆｕ吉田ファミリー
25 板山　亮 Rサルート ハーモニーファーム淡路
26 赤井　美也 Uジェフカ 徳島乗馬倶楽部
27 大西　徹平 Jボーイ (社)神戸乗馬倶楽部
28 西塚　重二 シロッコ　シスコ 駿ホースクラブ
29 根本　華菜子 ブダライ・ギスモ 小山乗馬クラブ
30 中村　もね リバティ ライディングクラブフジファーム
31 岡部　新 玄武 山梨県立山梨農林高等学校
32 吉村　英喜 ピエッサ 福井ホースパーク
33 杉山　慎一郎 ヴィゼル 藤沢乗馬クラブ
34 湯川　龍雄 エムティ・パレット フジホースライディングクラブ
35 竹田　浩志 ハイクオリティー 立山乗馬クラブ
36 鈴木　藍 ドンホセ 乗馬クラブクレインオリンピックパーク
37 山脇　昭人 グレンキース 乗馬クラブクレイン奈良
38 立枕　奈巳 グランドールベイ 東郷乗馬会
39 林　忠義 ソフティー 北総乗馬クラブ
40 磯村　佳美 リベルタ 乗馬倶楽部エクウス一宮
41 高橋　章人 ネロス 徳島乗馬倶楽部
42 谷野　雅憲 アインノール 乗馬クラブクレイン竜ヶ崎
43 松永　大 バルディエール (社)神戸乗馬倶楽部
44 池田　幸太郎 コーラルウインド 早稲田大学馬術部
45 草薙　達也 ジェニーブラック 座間近代乗馬クラブ
46 宮野　将徳 スクリューキッド 乗馬クラブアクシス
47 中島　瑠伽 剣 ホースクラブ・ディンプル
48 伊藤　俊和 ラタミールマリータ 赤城乗馬学校
49 廣瀬　孝 ラナ ホースパークギャラクシー
50 垂脇　昂祐 ヨルス ドリームファーム
51 水谷　亜紀 マイティーマイケル ベル　ホースファーム
52 藤本　光国 マーレイエコー 乗馬クラブ　リバーサイドステーブル浜北
53 香田　彬彦 叢雲 佐倉ライディングクラブ
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54 佐藤　泰 宝林 明松寺馬事公苑
55 渡辺　祐香 ダルコJ つま恋乗馬倶楽部
56 山田　麻由 アバンギャルド 成田乗馬クラブ
57 吉田　裕之 クーリッシュ Ｇｉｆｕ吉田ファミリー
58 増山　大治郎 ダイカツアサヒ 筑波スカイラインスティーブル
59 川口　雅美 伽羅 ライディングクラブフジファーム
60 松平　貴文 栗姫 藤沢乗馬クラブ
61 浅川　牧子 ジョープロテクター 静岡乗馬クラブ
62 粟津　秀一 スクリューキッド 乗馬クラブアクシス
63 草薙　達也 エターニティー 座間近代乗馬クラブ
64 藤　雅一 クラックス フジライディングパーク
65 今矢　哲敦 ガリバー 財団法人大阪乗馬協会
66 有吉　隆 千風 関西大学馬術部
67 梁川　正重 インドクトロ 徳島乗馬倶楽部
68 西塚　重二 ラタミールバサルト 駿ホースクラブ
69 池田　大樹 スプラッシュ MRC乗馬クラブ松山
70 竹内　彰秀 サスカトゥーン 乗馬クラブクレイン京都
71 松永　大 ロジック (社)神戸乗馬倶楽部
72 伊藤　直 デュランダル 那須トレーニングファーム
73 斉藤　功貴 明菓 明治大学馬術部
74 土岐　知恵美 沙羅 明松寺馬事公苑
75 谷野　雅憲 オークファイヤー 乗馬クラブクレイン竜ヶ崎
76 林　義昌 ホワイトウィナーⅡ 北総乗馬クラブ
77 三谷　信雄 グラディオ 乗馬クラブクレイン湯布院
78 川俣　俊介 パローレ ミカモライディングクラブ
79 関　陽介 エターニティー 座間近代乗馬クラブ
80 渡辺　祐香 アイニージュー つま恋乗馬倶楽部
81 小宅　俊継 タワードピーク ヴィテン乗馬クラブクレイン金沢
82 西海　宏修 オンワードキリコ 財団法人大阪乗馬協会
83 梁川　正重 ジェッタ 徳島乗馬倶楽部
84 武道　芙祐 ラタミールタリトー 駿ホースクラブ
85 金本　行誠 ルイ・ティンクル 早稲田大学馬術部
86 池田　弘彰 黒龍 OISO乗馬クラブ
87 岡村　実 ギグル 新庄乗馬クラブ
88 宮永　美寿津 ミヤノリュウオー 小山乗馬クラブ
89 本津　浩美 デュランダル 那須トレーニングファーム
90 森　裕悟 シューフルール 乗馬クラブクレインオリンピックパーク
91 水山　大輔 カイファス 成田乗馬クラブ
92 川俣　亮介 ピーター (財)三木山人と馬とのふれあいの森協会
93 磯村　佳美 ペニィレイン 乗馬倶楽部エクウス一宮
94 杉本　隆雄 エナジーフロー 東北馬事センター
95 中野　正幸 ゴールデンチップ ニッケ乗馬クラブクレイン加古川
96 高橋　章人 エルドゥオール 徳島乗馬倶楽部
97 中村　陽子 チアズオンタイム 明松寺馬事公苑
98 奥田　憲史 シャンティ 筑波スカイラインスティーブル
99 吉田　裕之 デルソーレ Ｇｉｆｕ吉田ファミリー
100 西塚　重二 ソラリア 駿ホースクラブ
101 木村　勇也 ファインアート 法政大学馬術部
102 西村　勇一郎 ティップトー 名鉄乗馬クラブクレイン東海
103 井上　駒美子 オーバーダン 北総乗馬クラブ
104 森田　壮司 セントウィング ホースファームエルミオーレ
105 奥村　四郎 キャラキャスケード 乗馬クラブクレイン湯布院
106 北島　隆三 アルバートジャック 乗馬クラブクレインオリンピックパーク
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