
全日本馬場馬術選手権
18人馬(推薦を含む）

選手名 馬匹名 所　　属
林　伸伍 ラムゼス・デアツヴァイタ アイリッシュアラン乗馬学校
北井　裕子 ゴールデンコイン4
桃野　亜紀 フェアリーテール
木曽　敏彦 ワールドファイアー エヌエスジーライディングディビジョン

柘植　和也 ラングーン 駒立乗馬クラブ
大田　芳栄 パーチェ スクアドラ・フェリーチェ
桜井　尚子 ホーエンローエ スタール・サクライ
小栁　博彦 ヴィスコンティ TEAM KOYANAGI
白石　和也 ファンタベジャール ニッケ乗馬クラブクレイン加古川
前澤　和夫 アルゼンティーナ

ソル
ベックス

原田　喜市 エジスター 蒜山ホースパーク
浅沼　菜穂美 ドン・ペリニヨン 町田乗馬センター
小池　はるか ポートリコ 守谷乗馬クラブ
伴　孝徳 バイロンエイティーン 四街道グリーンヒル乗馬クラブ
宮川　一彦 ネロ・デラファセンダ レッキス工業株式会社馬術部

《推薦による出場人馬》
選手名 馬匹名 所　　属

林　伸伍 ピーターパン アイリッシュアラン乗馬学校

アシェンダ乗馬学校

日本デジタル研究所　乗馬クラブ
渡辺　弘



インターメディエイトⅠ馬場馬術競技
17人馬

選手名 馬匹名 所　　属
林　伸伍 ロゼル アイリッシュアラン乗馬学校
早川　由花 ウィンザー エヌエスジーライディングディビジョン

人見　尚樹 アヴァロン ELCドレッサージュチーム
新田　恵理子 レディ 川棚乗馬クラブ
柘植　和也 Tジートリヴィアント 駒立乗馬クラブ
野村　ひすい ファランドール コンチェルト・クリニック・センター

城　麻起子 アルフォンソZ KONRAD HORSE FARM
三澤　理恵子 リスト 座間近代乗馬クラブ
遠藤　篤 スパルタカス 杉谷乗馬クラブ
桜井　尚子 ウェルディタ スタール・サクライ
小渕　英次 レジョンデュ・フェロー (公社)東京乗馬倶楽部
清水　靖士 ヴォルティガー 日本中央競馬会馬事公苑
川合　沙代子 ドルシェット
藤森　祐子 フィフティフィフティ
西嶋　葉子 ルイッジ・コラーニ 福岡県馬術連盟
杉山　春恵 エドワードエクリュ 藤沢乗馬クラブ
岡田　一将 ドンミーロ Ross Hof

日本デジタル研究所　乗馬クラブ



セントジョージクラス馬場馬術競技
30人馬

選手名 馬匹名 所　　属
林　伸伍 テッティンガー

フェニックス
ロリオット

高田　茉莉亜 リカルド
齊藤　圭介 パスティック 岩手県馬術連盟
若杉　博和 サンカーダ

ラズベリー
トミィ

早川　由花 イントルゥーソ エヌエスジーライディングディビジョン

松本　早苗 ディアリズム MRC乗馬クラブ松山
小川　尚也 Gロビン Gifu吉田ファミリー
内藤　一洋 ファランドール コンチェルト・クリニック・センター

草薙　達也 シャイニングナイト 座間近代乗馬クラブ
浅川　晴央 ユニコ 静岡乗馬クラブ
中村　公子 メープルⅡ
沢田　崇弘 ランドロザリー
増田　豊 インフィオラーレ 乗馬クラブクレイン大阪
川西　勝三 デルフィノ
西口　麻衣子 ニコ
永嶋　恵 ロッコーオロシ 東武乗馬クラブ＆クレイン
川瀬　絵美 ヴェスレイ 新潟市馬術協会

スイングユタカ
ヒミノトップガン

野下　由希子 ラーコウコ 八王子乗馬倶楽部
猪野　真有美 アダージョ・ニールス ボナンザ乗馬クラブ

フレミングライト
ルビンスターS

稗田　龍馬 ボー・レガード リトルホースクラブ
岡田　一将 リミックス Ross Hof
増元　拓巳 リフレクションⅠ 和歌山県馬術連盟

日本中央競馬会馬事公苑

ラ・シュボーシエ土方　慎也

下谷田　駿

下田　晃裕 アイリッシュアラン乗馬学校

ヴェルデファーム
高山　佐保

シュタール・ジーク

杉谷乗馬クラブ



Sクラス馬場馬術競技
25人馬

選手名 馬匹名 所　　属
木村　彩子 リッチモンド・ハイ
柘植　茉利子 フェリーニ
陣内　恵理子 パーシー ヴェルデファーム
楠　正亮 ワッフル 香川県馬術連盟
城　麻起子 ドナ　プシュケー KONRAD HORSE FARM
朝野　麻子 キアーロ・ディ・ルーナ 座間近代乗馬クラブ
大田　芳栄 チェアマンV スクアドラ・フェリーチェ
杉本　晃美 トベリスク Stable  FEDERA
桜井　亜須歌 アンパイア つま恋乗馬倶楽部
小渕　英次 ゾロ・フレイデ (公社)東京乗馬倶楽部
菅野　圭一 アンドリュー 東武乗馬クラブ＆クレイン
加藤　寿幸 ラ・パピヨン ドレッサージュ・ステーブル・テルイ

白石　和也 スノーダンサー ニッケ乗馬クラブクレイン加古川
北原　広之 タイキラファエロ 日本中央競馬会馬事公苑
佐藤　靖子 トップロイヤル 八王子乗馬倶楽部
原田　喜市 カルロ
中田　晴香 オマハ
前田　諭志 エドワードエクリュ
小森　理美 レッジオ
田中　亮介 ウライアヒープ ホースファームエルミオーレ江戸崎YHSH

進藤　義浩 ルリア ホースファームエルミオーレ豊田
甲斐　琢磨 麗雅椎 八ヶ岳乗馬会
伴　美恵子 オークローラ 四街道グリーンヒル乗馬クラブ
稗田　龍馬 アラジン・カンペルト
増渕　奈緒子 フロリン

アイリッシュアラン乗馬学校

蒜山ホースパーク

藤沢乗馬クラブ

リトルホースクラブ



Mクラス馬場馬術競技
25人馬

選手名 馬匹名 所　　属
喜多村　洋子 プッチーニ57 アイリッシュアラン乗馬学校
中川　薫 モンシラーツ 伊香保バーデンファーム
齋藤　裕己 ウィルアイリス ウィル・スタッド

ザレーノ
ビオンファンストッペレンボス

太田　みどり トミィ
高橋　奈保子 ロッテルダム エヌエスジーライディングディビジョン

可児　淳子 ジャズ 可児乗馬クラブ
城　麻起子 ノーザンアポロ KONRAD HORSE FARM
磯村　佳美 バウムバーンスタイン 乗馬倶楽部エクウス一宮
冨川　宏樹 アヴァンタス 乗馬クラブクレイン奈良
齊藤　久未 ブランジュノン ツクバハーベストガーデン
荒井　花純 ヴェズレイS つま恋乗馬倶楽部
武田　亜紀 ヴェネルクス 東武乗馬クラブ＆クレイン
鞆　真一 アイルオフダリウス TOMOライディング・クラブ
加藤　寿幸 ダータニアン ドレッサージュ・ステーブル・テルイ

桃野　亜紀 BUMシャキーラ BUM Equine
寺島　博 ロイヤルチャーム パラドール　ドレッサージュ　ステーブル

原田　喜市 ユニヴァース 蒜山ホースパーク
重藤　エディット彬 ジャズ14
武重　幸喜 ロザード
進藤　義浩 ジェミニ・ルスラン ホースファームエルミオーレ豊田
増渕　奈緒子 イレニオ リトルホースクラブ
福岡　珠緒 ティーダ リトルホースクラブ
神品　薫 K-ライカ Y.S.Kライディングスクール

ヴェルデファーム

藤沢乗馬クラブ

高山　佐保



Lクラス馬場馬術競技
25人馬

選手名 馬匹名 所　　属
ザンディゴ
ランドロナルド

佐々木　えり子 ブリランテスター
村井　亮介 リンドバーグ
人見　美代子 ソマレッロ ELCドレッサージュチーム
可児　淳子 ルイスフィーゴ 可児乗馬クラブ
戸島　春乃 ジヴェルニー
中田　瑠里子 シェリー
進藤　千聖 ユニコ 静岡乗馬クラブ
川上　藍 ヴォーカル 乗馬クラブクレイン大阪
冨川　宏樹 タクト 乗馬クラブクレイン奈良
松下　理一郎 ヴェスパー 乗馬クラブレアルネップ
木村　彩友子 フィランダ STAR HORSES
佐々木　香織 マロウティー セントラル乗馬倶楽部
辻　真理子 ジオバンニM ツクバハーベストガーデン
番場　よしみ シンボリボイジャー ところ乗馬クラブ
本橋　郁子 ヘレス 八王子乗馬倶楽部
浅野　道子 舞蔵人 (財)服部緑地振興協会・服部緑地乗馬センター

原田　喜市 ベッカム 蒜山ホースパーク
重藤　エディット彬 ティムテイラー
武重　幸喜 フロドラフラワー
前島　仁 ケイ ホースクラブ・ディンプル
萩原　克庸 アブソルートファービラス ホースライディングスクエアーエボルブルス

浦崎　睦 レッドサーパス 公益財団法人　山梨県馬事振興センター

福岡　珠緒 ウィロックス リトルホースクラブ

座間近代乗馬クラブ

アイリッシュアラン乗馬学校
喜多村　洋子

藤沢乗馬クラブ
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