
第34回全日本ジュニア馬場馬術大会2017　競技別出場人馬一覧

第1競技　JOCジュニアオリンピックカップ／ヤングライダー馬場馬術選手権
①FEIヤングライダー個人競技馬場馬術課目2009 20頭

選手名 会員番号 馬匹名 登録番号 所　　属
磯貝　 光佑 28059 ルバーノ 57412 乗馬クラブGlanzAMI
市川　 陽子 27998 アストロン 57810 アイリッシュアラン乗馬学校
大木  優里 26731 レグルス 55917 乗馬クラブクレイン大阪
大桃  理奈 29500 ゴールデンコイン4 53701 アシェンダ乗馬学校
片山 奈那美 26828 サンドロナイト 57497 ESJ
加藤　 亜実 26371 ラズベリー 55578 Ross Hof
川上  藍 28217 ファンタベジャール 54444 乗馬クラブクレイン大阪
川越  亮子 27442 タカラミルフィーユ 56431 日本獣医生命科学大学馬術部

リッター・シュヴァルツ 57550
サトノプログレス 54637

駒場　 勇紀 25440 マノレッテ 54952 アイリッシュアラン乗馬学校
アルウィンローズ 52959
ヴェズレイS 54197

清水　 晶子 23422 ビブロス 56770 同志社大学馬術部
下  愛理彩 27594 エーデル・シュタイン 55749 早稲田大学馬術部
高橋 萌和子 27038 レグルスリファインド 55277 ドレッサージュ・ステーブル・テルイ

羽生　 絢美 25669 リミックス 55686 Ross Hof
福岡　 珠緒 27215 ティーダ 56330 リトルホースクラブ
安田  利実 28570 リフレクションⅠ 55568 学習院大学馬術部
山崎　 優希 25789 ヴァレンティーナ・バローネ 53140 町田乗馬センター

佐藤　 杏菜 23449

木村 美紀子 25093 (公社)東京乗馬倶楽部

つま恋乗馬倶楽部



第２競技　ジュニアライダー馬場馬術選手権
①FEIジュニアライダー個人競技馬場馬術課目2009 35頭

選手名 会員番号 馬匹名 登録番号 所　　属
石野　 結衣 29992 コートニー 56461 乗馬クラブクレインオリンピックパーク

井手　 海琴 28954 パブロB 56183 四街道グリーンヒル乗馬クラブ
伊藤 真大朗 28368 ロザリザ 57806 ESJ
岡田　 　誠 28309 ヒストリー 57498 ESJ
奥平  優里 29382 フェルレ 57737 乗馬クラブクレイン大阪

アリーバ・デ・ヘルマ 57736
ロデオ 55083

小田　 瑞穂 28339 セクレタリス 56518 乗馬クラブクレイン福岡
川上　 夏蓮 29774 明桑 53832 明治大学馬術部
重藤エディット彬 27225 タベアカトップダンサー 56772 藤沢乗馬クラブ

リンドバーグ 53257
バリシュニコフ 55370

鈴木  真生 28947 レオン・グレンツェント 55385 藤沢乗馬クラブ
高橋　 義明 29380 明王 54287 明治大学馬術部
高松 みやび 27432 リュミエール 57367 加西乗馬クラブ
滝澤　 和希 27056 エステファニア 57662 乗馬クラブクレイン大阪
千葉  遥 26905 パスティック 55875 岩手県馬術連盟
鶴田 恵美里 27351 ゴールド・ブリリアント 57817 ウィル・スタッド
寺井  友理 29037 ユニコ 55480 静岡乗馬クラブ

ジャズ14 54488
オレンジオペレッタ 56406

服部　 ちえ 27306 クイーンズ　フェロー 55751 ドレッサージュ・ステーブル・テルイ

デミーロ 57644
ベッカム 55537

針尾　 友季 29280 フリューゲル 56909 藤沢乗馬クラブ
町田 虎太郎 28156 ベルフェデア 57766 駒立乗馬クラブ
宮本　 真衣 28838 シュヴァルベン・メロディー 57231 アシェンダ乗馬学校
村岡　 悠佳 25236 アイルオフダリウス 54651 TOMOライディング・クラブ
矢代　 菜摘 28879 ボトルシップ 52999 乗馬クラブクレイン伊奈
山田　 英恵 28117 ハピネスフォージンジャー 54196 八王子乗馬倶楽部
吉井 巳波美 29169 ステップ 23425 ニューオリンピッククラブ宝馬乗馬学校

吉田 友里恵 27749 バレスティーノ 57074 アシェンダ乗馬学校
ロング 瑠偉 27970 ブガッティ 56446 コルザホースクラブ

ロゼル 54955
ヴィアンカ 56145

ツクバハーベストガーデン

小代　 智貴 28683

渡辺 さつき 27477

神村 ひより

沼田　 衣澄

原田　 実和

28256

26579

27948

アイリッシュアラン乗馬学校

乗馬クラブクレイン湯布院

愛媛県馬術連盟

岡山県立勝山高等学校蒜山校地



第３競技　チルドレンライダー馬場馬術選手権
①JEF馬場馬術競技L1課目2013 43頭

選手名 会員番号 馬匹名 登録番号 所　　属
浅川　 駿萬 29609 マイスターJ 52253 静岡乗馬クラブ
浅野　 夏生 28374 ダンシング・F 56351 ドレッサージュ・ステーブル・テルイ
浅山　 達也 28388 ブルネレスキ 55976 (公社)東京乗馬倶楽部
有賀 沙智慧 28911 カリプソ 56738 八王子乗馬倶楽部
飯田　 さや 29956 ロッキーロイヤル 57785 アシェンダ乗馬学校
伊藤　 彩華 29644 ギャラント 56457 乗馬クラブクレイン伊奈
庵原　 真季 29507 ベルーガ 55948 (公社)東京乗馬倶楽部
越後　 りの 29894 エルマー 55765 公益社団法人神戸乗馬倶楽部

ベルデ・ベル 51469
デア・マーキュリー 57306

大久保 綺夏 30003 タカイチスペシャル 57820 STABLE AMIEST
岡　 　璃瑠 29791 ビタースウィート 56957 香川県馬術連盟
尾崎　 希歩 27944 トリックスター 56622 乗馬クラブクレイン京都
小俣  良平 28713 ティムテイラー 55001 藤沢乗馬クラブ
海藤　　 蛍 29549 ハムスケルピル 57564 狭山乗馬センター
紙本　 萌々 28066 ハルララ 57291 ホースファームエルミオーレ三河高原
川野　　 剛 28676 クリコカスタニー 56631 中島トニアシュタール
吉瀬　 瑞樹 29915 ホープスプリング 53032 乗馬クラブクレイン福岡
木下 倫太郎 29478 リファイン 21653 リファイン・エクイン・アカデミー
小西  凛生 29678 BUMラオティーネ 56390 BUM Equine
小林 ひかる 30001 デ・モーナ 54697 ESJ
鈴木  萌栞 29275 アリスタ 56542 乗馬クラブ　アリスの牧場
曽我　 太一 28776 スカイディグニティ 57590 乗馬クラブクレイン京都
髙沼　 咲月 29391 ドリームガール 55858 乗馬クラブクレイン千葉
田中　 真央 29460 ロイヤルダンスク 54334 パラドール　ドレッサージュ　ステーブル
田原　 まや 29026 フロレンス 57805 ESJ
俵山 かのん 28714 ラ・ヴィクトワール 54349 ニューオリンピッククラブ宝馬乗馬学校

テンクウ 56475
フォーチュンクッキー 56399

西村  弥大 28564 イルカント 57148 駒立乗馬クラブ
額田　 隼斗 28371 アヴェニール 55153 峰乗馬クラブ
原　 万由子 29999 ラレスタン 54547 ヴィルタスライディングクラブ
堀川　 乃唯 28739 ヴァンエヴェール 52149 リトルホースクラブ八ヶ岳
松下 かんな 29833 ラーディ・ヴォンダー 55944 リトルホースクラブ
松久　 武玄 28533 ロザード 55481 藤沢乗馬クラブ
丸茂  美鈴 28997 ユウガナル 56357 乗馬クラブ高崎
水田　 百香 29716 チャーリー 57028 公益社団法人神戸乗馬倶楽部
村尾　 颯宥 29970 タカラハル 52392 インターアクションホースマンスクール
山蔦　 桜子 29729 楓 56689 柏乗馬クラブ
大和　 千華 29472 ディアーナ 54875 ヘレナ国際乗馬倶楽部
横田　 知暁 29073 ウルティモSTV 56150 岡山乗馬倶楽部
米丸　 真弘 28835 ロッティM 57332 座間近代乗馬クラブ
ロング素布衣 29969 ブガッティ 56446 コルザホースクラブ

乗馬クラブ湘南

角田　 智哉 28914 赤城乗馬学校

遠藤　 桜子 29451



第69回全日本馬場馬術大会2017 PartⅡ　競技別出場人馬一覧

第1競技　全日本内国産馬場馬術選手権
①FEIセントジョージ賞典馬場馬術課目2009 15頭

選手名 会員番号 馬匹名 登録番号 所　　属
江里口 裕子 05888 ホウフレーバー 50519 ニューオリンピッククラブ宝馬乗馬学校
大田　 芳栄 24452 パーチェ 52851 スクアドラ・フェリーチェ
北原  広之 06163 オースミイレブン 56589 日本中央競馬会馬事公苑
小塩　 涼子 25436 ヴィスコンティ 53398 TEAM KOYANAGI
齋藤　 裕己 00513 ウィルアイリス 55205 ウィル・スタッド
柘植　 和也 13709 パープルサンバ 54155 駒立乗馬クラブ
冨川　 宏樹 24352 トレジャーハンター 54493 乗馬クラブクレインオリンピックパーク
鳥田 眞紀子 24665 トルベジーノアルタス 53663 座間近代乗馬クラブ
中田　 英二 15316 ランディ 55895 乗馬クラブクレイン湯布院
沼田　　 曜 26057 コロン 57538 乗馬倶楽部イグレット
林  伸伍 14325 バリシュニコフ 55370 アイリッシュアラン乗馬学校
森　　 祐太 25006 サトノプログレス 54637 (公社)東京乗馬倶楽部

タカラカノープス 56548 ちばシティ乗馬クラブ
タカラミルフィーユ 56431 日本獣医生命科学大学馬術部

吉田　 貴栄 25829 Gホープ 24627 尾形ドレッサージュステーブル

第２競技　内国産馬Sクラス馬場馬術競技（予選）
JEF馬場馬術競技S1課目2013 20頭

選手名 会員番号 馬匹名 登録番号 所　　属
相川　 雅紀 21326 スイートアイリス 52013 秦野国際乗馬クラブ
阿部 真由美 06556 リゲルオライアス 53877 栃木県馬術連盟
梅田　 敬仁 22261 ハピネスフォージンジャー 54196 八王子乗馬倶楽部
浦崎　　 睦 12657 レッドサーパス 55961 公益財団法人 山梨県馬事振興センター
甲斐　琢磨 01793 麗雅椎 30078 八ヶ岳乗馬会
海宝　 久敬 05901 タカラアスワン 50697 ちばシティ乗馬クラブ
工藤　 幸矩 22420 カノン 52528 アシェンダ乗馬学校
高山　 佐保 07582 三日月神威 55019 ヴェルデファーム
対馬　 千晶 15553 セプタードアイル 56816 加西乗馬クラブ
寺島　　 博 01404 フェアリードール 57150 パラドール　ドレッサージュ　ステーブル
鞆　　 真一 01634 金斗雲 56785 TOMOライディング・クラブ
沼田　　 曜 26057 シルククラウン 54695 乗馬倶楽部イグレット
野崎　 啓介 23004 ブルーアロー 51137 町田乗馬センター
長谷川 雄介 26240 ブルネレスキ 55976 (公社)東京乗馬倶楽部
番場 よしみ 10199 イルテア 56528 コルザホースクラブ

シルク 55050
ドラゴンカイザー 55065

前島　　 仁 11420 ヴァーチェ 54419 ホースクラブ・ディンプル
望月　 純二 01089 鳴鶴 54047 牧野ライディングソサエティー
渡辺　 裕子 07108 フローラ 56634 中島トニアシュタール

稗田 奈緒子 14000 リトルホースクラブ

吉井　 正樹 01479



第３競技　内国産馬Mクラス馬場馬術競技（予選）
JEF馬場馬術競技M1課目2013 30頭

選手名 会員番号 馬匹名 登録番号 所　　属
相川　 恭子 24239 スイートアイリス 52013 秦野国際乗馬クラブ
磯野　　 太 27658 桜灯 50419 日本大学馬術部
市川　 順子 28343 コロン 57538 乗馬倶楽部イグレット

ペルレン 55079
ロードパンサー 56845

梅澤　 舞華 29822 ホウフレーバー 50519 ニューオリンピッククラブ宝馬乗馬学校
岡田 奈津子 25842 ドン・カルロ 54582 乗馬クラブクレイン恵那
樫木　　 俊 18291 空 56826 乗馬クラブクレイン神奈川
金井  仁 27881 アイティトップ 55642 乗馬クラブクレイン千葉
川添　 千文 08970 楓 56689 柏乗馬クラブ
川田　 大貴 26608 マリンアクエリアス 57552 特定非営利活動法人 横浜市馬術協会
木村　 郁実 17988 サンサンノルディーク 55045 ドレッサージュ・ステーブル・テルイ
桜井　 尚子 01806 ブレイブファイト 56594 スタール・サクライ
佐藤　 英樹 12801 シャドー 55519 パロミノ・ポニークラブ
城　 麻起子 08050 フルハウス 56237 KONRAD HORSE FARM
関口　 公平 13540 ギャラント 56457 乗馬クラブクレイン伊奈

関戸  唯史 01613 ディー・エース 54900 相模原乗馬クラブ

冨川　 宏樹 24352 タクト 55937 乗馬クラブクレインオリンピックパーク

永川 佐和美 13610 リバーマンサーナ 56744 乗馬クラブクレイン湯布院

野村 ひすい 05255 神楽 57188 コンチェルト・クリニック・センター
萩原　 克庸 05995 パークビューパナメーラー 56468 ホースライディングスクエアーエボルブルス
針尾　 友季 29280 フリューゲル 56909 藤沢乗馬クラブ
本郷　 晶子 28003 ベストフェアリー 53480 乗馬クラブクレイン奈良
前島　　 仁 11420 ケイ 55427 ホースクラブ・ディンプル
松本  奈美 29111 ロッコーオロシ 51585 東武乗馬クラブ＆クレイン

ヴェラクルス 53931
ハイパールミノスタ 56981

森　　 幸代 07260 フェアリー 53872 ハーモニーファーム野のはな
矢田　 祐基 27696 ヒミノトップガン 52620 日本中央競馬会馬事公苑
吉井　 正樹 01479 タカラミラグロス 57622 ちばシティ乗馬クラブ

岩合　　 薫

三方　 祐也 23887

22319

(一財)服部緑地振興協会・服部緑地乗馬センター

乗馬クラブクレインオリンピックパーク



第４競技　内国産馬Lクラス馬場馬術競技（予選）
JEF馬場馬術競技L1課目2013 29頭

選手名 会員番号 馬匹名 登録番号 所　　属
鮎澤　 英陽 15808 ファーストインパクト 55700 乗馬クラブクレイン竜ヶ崎
今井  佳奈 16333 ちよ 57106 新庄乗馬クラブ
岡田　 一将 07594 エオルス 51204 Ross Hof
柏原　 由恵 02997 チャーリー 57028 公益社団法人神戸乗馬倶楽部
川端　 俊哉 25553 マヤノライジン 57845 アイリッシュアラン乗馬学校
牛頭 未彩紀 24415 プレミアクラウン 56234 乗馬クラブクレイン伊奈
佐々木 陽介 26023 ソフィア 57229 乗馬クラブクレイン福岡
椎名 由紀子 27388 マロウティー 54838 セントラル乗馬倶楽部
城　 麻起子 08050 シュウメイ 57039 KONRAD HORSE FARM
曽根　 瑞穂 20376 パークビューパナメーラー 56468 ホースライディングスクエアーエボルブルス

高島　　 香 25435 メディーナ 56332 乗馬倶楽部イグレット
田中　 健二 28668 アイティーバトル 56364 乗馬クラブクレイン神奈川
鶴丸　 邦彦 15320 ピエールバスター 56398 両備乗馬クラブクレイン岡山
寺島　　 博 01404 インペリアルシーザー 57527 パラドール　ドレッサージュ　ステーブル
中島　 康宏 15048 アレックス 56822 パロミノ・ポニークラブ
西崎  充郎 22911 ミタカキイタカ 57608 岡山乗馬倶楽部

沼田　　 曜 26057 ぽっくるくん 57538 乗馬倶楽部イグレット

畑　　 科乃 07463 カタクリコ 55666 リトルホースクラブ八ヶ岳

スーパーボルト 57329

ノヴァーリス 57630
藤井　 彩乃 27237 レイ 55092 乗馬クラブクレイン大阪
本郷　 晶子 28003 メイショウミルキー 57194 乗馬クラブクレイン奈良

テオドール 57424
ホリーホック 57425

松本　 菜那 25716 桜灯 50419 日本大学馬術部
三方　 祐也 23887 ファンタズミック 57569 (一財)服部緑地振興協会・服部緑地乗馬センター

宮田　 道子 00496 カーティス 57443 狭山乗馬センター
村下　 文兵 27915 ギルフォードJ 54837 中村宏厩舎
森  香奈子 21694 ベルジャンティーユ 56540 町田乗馬センター

番場 よしみ 10199 コルザホースクラブ

松下 理一郎 05714 乗馬クラブレアルネップ


