
順位 出番 選手名 馬名 所属 成績

1 中野　正幸 ケレシンボンダイ ニッケ乗馬クラブクレイン加古川

2 平井　友和 ノアール・Ｓ ドリームファーム

3 西崎　純郎 リノ・カノア 岡山乗馬俱楽部

4 髙田　耕平 エマ・レポリス STABLE HORSEPOWER

5 小出　謙介 ジントニック 明石乗馬協会

6 田中　頌平 フロムA 岡山乗馬俱楽部

7 谷野　雅憲 ジャスト・ドゥ・イット 両備乗馬クラブクレイン岡山

8 清水　宏宣 パーチェ・ボラーレ 乗馬クラブクレイン倉敷

9 池田　大樹 マイスターシャーレ 佐伯ホースパーク

10 粟澤　守 レイズワーク 八ヶ岳乗馬会

11 林　貴秋 風露 服部緑地乗馬センター

12 中谷　彩夏 カリエーレ 関西大学体育会馬術部

13 千古　七瀬 サウスコーナー K・Tステーブル

14 木原　康弘 ラッキースター Master Horse

15 中野　正幸 ブールドネージュ ニッケ乗馬クラブクレイン加古川

16 仁部　泰夢 千駿 関西大学体育会馬術部

17 品川　皇王 まる カシオペアライディングパーク

18 岡村　実① ケルフィル 新庄乗馬クラブ

19 安田　公翼 ホワイトキリマンジャロ ハーモニーファーム野のはな

20 永合　更良々 千香 関西大学体育会馬術部

21 荒木　梨花 アヤックス SILVANO STABLES

22 片山　篤 ロイヤルクラシーズK 徳島乗馬俱楽部

23 平井　友和 スマイルRAY ドリームファーム

24 清水　茜 サンスクリット ホースファームエルミオーレ豊田

25 脇本　優衣 メルヴェイユ 乗馬クラブ　クレイン大阪

 ５位：２５，０００円　　６位：２０，０００円　　７位：１５，０００円　　　８位：1 1，０００円　

ひょうごスプリングホースショー2202：障害飛越競技会

フレンドシップ障害飛越Ｂ

(３月１７日（木）１１：００開始予定）

奨励金総額　　２６１，０００円
１位：７０，０００円　　２位：50，000円　　３位：４０，０００円　　 ４位：３０，０００円
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フレンドシップB:つづき

順位 出番 選手名 馬名 所属 成績

26 坂田　慎治 シャノン エンゼル乗馬クラブ

27 長澤　優 カルーソ 鶴見緑地乗馬苑

28 津田　あいみ フェアバンクスカーゴ ノーザンファーム

29 竹田　善郎 ティンカベル カシオペアライディングパーク

30 西崎　純郎 ドルチェ 岡山乗馬俱楽部

31 中野　正幸 ゼウスビックバン ニッケ乗馬クラブクレイン加古川

32 小畑　隆一 シオレント ハーモニーファーム野のはな

33 田中　頌平 ジェントルヴェルテ 岡山乗馬俱楽部

34 吉川　正人 シャフィンチ ホースファームエルミオーレ豊田

35 髙嶋　洋子 エルサ ニッケ乗馬クラブクレイン加古川

36 髙田　耕平 ブルー・アワー STABLE HORSEPOWER

37 清水　宏宣 ハクユウゼウス 乗馬クラブクレイン倉敷

38 奥村　安寿 ランディノーズジントニック K・Tステーブル

39 眞田　翔 エメルソン 眞田ライディングクラブ

40 梁川　正重 ミシェル３１ 早来エクワインファーム

41 稗田　龍馬 ボネール８ リトルホースクラブ

42 谷野　雅憲 アキノモーグル 両備乗馬クラブクレイン岡山

43 池田　大樹 グローセンシュロス 佐伯ホースパーク

44 粟澤　守 煌龍 八ヶ岳乗馬会

45 清水　茜 リュカヴィクトル ホースファームエルミオーレ豊田

46 中野　正幸 ハウル ニッケ乗馬クラブクレイン加古川

47 平井　友和 ミルト ドリームファーム

48 宗接　元信 ネオ君 ハーモニーファーム野のはな

49 布村　翼 フリーゾ 関西大学体育会馬術部

50 田中　和真 チャーリンZ K・Tステーブル

51 柴田　駿 ウィリー・サン ホースファームエルミオーレ三河高原

52 吉川　正人 蘭丸 ホースファームエルミオーレ豊田

53 光森　美絢 ドルス 関西大学体育会馬術部

54 小出　謙介 スカイ 明石乗馬協会

55 千古　七瀬 クワーティー K・Tステーブル

56 木原　康弘 エディー Master Horse

57 中谷　彩夏 ヘルック・ステル 関西大学体育会馬術部

58 仁部　泰夢 ビリーカート 関西大学体育会馬術部

《場内整備》
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フレンドシップB:つづき

順位 出番 選手名 馬名 所属 成績

59 品川　皇王 フィットリア カシオペアライディングパーク

60 西崎　純郎 タルトオポム 岡山乗馬俱楽部

61 岡村　実② サトノジュウザ 新庄乗馬クラブ

62 中野　正幸 カルドブレッサ ニッケ乗馬クラブクレイン加古川

63 田中　頌平 カリアンジーナYH 岡山乗馬俱楽部

64 林　貴秋 アヴァンティ 服部緑地乗馬センター

65 清水　宏宣 シャイン 乗馬クラブクレイン倉敷

66 坂田　亜紀子 ペッパ エンゼル乗馬クラブ

67 髙田　耕平 セットクルール STABLE HORSEPOWER

68 平井　友和 リサヴァンデウィンデルスティーンＺ ドリームファーム

69 池田　大樹 タイガーキングダム 佐伯ホースパーク

70 藤本　将人 デサフィオ STABLE HORSEPOWER

71 木下　建太郎 ナヴィガトリアK 乗馬クラブ・クレイン福岡

72 津田　みや ケンドラエムエス ノーザンファーム

73 粟澤　守 ブル・ワーク 八ヶ岳乗馬会

74 眞田　蒼 デイリーニュース 眞田ライディングクラブ

75 中野　正幸 クーラーカール ニッケ乗馬クラブクレイン加古川

76 田中　頌平 イギーデラサルム 岡山乗馬俱楽部

77 荒川　将暉 アドラブル・チャバリト 関西大学体育会馬術部

78 棟安　歩裕実 フィネス・ファン・ヘイツ・レリイホフ 甲南大学馬術部

79 脇本　優衣 モアアピール 乗馬クラブ　クレイン大阪

80 磯村　佳美 カルーナⅤ 乗馬倶楽部エクウス一宮

81 安田　公翼 ディーナ ハーモニーファーム野のはな

open 82 後東　恵子 タイガーキングダム 佐伯ホースパーク

83 谷野　雅憲 アリコルージュ 両備乗馬クラブクレイン岡山

84 西崎　純郎 キャプテンドリーム 岡山乗馬俱楽部

85 清水　宏宣 花凛 乗馬クラブクレイン倉敷

86 平井　友和 ヴィヴィット・Ｚ ドリームファーム

87 中野　正幸 ムッシュカービー ニッケ乗馬クラブクレイン加古川

《場内整備》
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順位 出番 選手名 馬名 所属 成績

1 木原　康弘 ビッグキャッシュ Master Horse

2 藤谷　喜晴 コニー ライディングクラブグリーンオアシス

3 谷口　真一 コーネット 水口乗馬クラブ

4 小畑　隆一 ジャスミナ ハーモニーファーム淡路

5 宮本　典幸 エルヴィス Stallion Stable

6 髙田　耕平 チュパリイド STABLE HORSEPOWER

7 西崎　純郎 エクスキャリバー 岡山乗馬俱楽部

8 田中　和真 イニエケ K・Tステーブル

9 坂田　慎治 ゴマチーノ エンゼル乗馬クラブ

10 高橋　朱音 ドゥウイネッテ カシオペアライディングパーク

11 原田　亜依 ジェネラール 志方西部乗馬倶楽部

12 田中　頌平 メテオフラッシュ 岡山乗馬俱楽部

13 七瀬　大 ダニエルEK 蔵元ライディングアカデミー

14 岡村　実 バンディートG 新庄乗馬クラブ

15 酒井　航平 グルーヴィン 両備乗馬クラブクレイン岡山

16 片山　篤 キャベンディッシュ 徳島乗馬俱楽部

17 木原　れな クリストバル21 Master Horse

18 山口　敬介 クリンティノ 水口乗馬クラブ

19 眞田　凌 コスモポリタン47 眞田ライディングクラブ

20 竹田　善郎 ディアランB カシオペアライディングパーク

21 池田　大樹 マペット・テル・エルゼン 佐伯ホースパーク

22 稗田　龍馬 シャテル・ファン・デ・ヴォルフサッカー リトルホースクラブ

23 千古　七瀬 ｱﾝﾌﾙｰﾙVDﾄﾚﾌﾟｹｽZ K・Tステーブル

24 梁川　正重 クレックスルーナー 早来エクワインファーム

フレンドシップ障害飛越A

(３月１７日（木）１４：３０開始予定）

奨励金総額　　138，０００円
１位：5０，０００円　　２位：３0，000円　　３位：２０，０００円

 ４位：１６，０００円　　５位：１２，０００円　　６位：１０，０００円
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フレンドシップＡ:つづき

順位 出番 選手名 馬名 所属 成績

25 眞田　翔 ディアーラドゥルージュ 眞田ライディングクラブ

26 渡辺　瑠伊 チュパリイド STABLE HORSEPOWER

27 谷口　しおり ガルーファンデスケンメルスベルグ 水口乗馬クラブ

28 河村　ひなた ラ・エスメラルダ カシオペアライディングパーク

29 波里　有輝 ディアーラ・ドゥローナZ YUKI HARI SPORT HORSES

30 谷野　雅憲 C’ｓジェリービーン 両備乗馬クラブクレイン岡山

31 柿本　早紀 ヒコ・グラーティア ニッケ乗馬クラブクレイン加古川

32 木原　康弘 エスクリーノ3 Master Horse

33 奥村　安寿 オスカーP K・Tステーブル

34 木下　建太郎 バンディート60 乗馬クラブ・クレイン福岡

35 安田　公翼 エール・ドゥ・ドン ハーモニーファーム野のはな

36 片山　篤 エルドゥオール 徳島乗馬俱楽部

37 平井　友和 ルイ・9 ドリームファーム

38 桐野　紗羅 ストラティーゴ 岡山乗馬俱楽部

39 品川　皇王 バルトユニヴェール カシオペアライディングパーク

40 藤谷　喜晴 ザンジバル ライディングクラブグリーンオアシス

41 谷口　真一 カムアンドフィール 水口乗馬クラブ

42 小畑　隆一 ヴァルコMZ ハーモニーファーム淡路

43 宮本　典幸 クイドゥーソ・２ Stallion Stable

44 西崎　純郎 タケルブラック 岡山乗馬俱楽部

45 田中　和真 ジェイローVDP K・Tステーブル

46 木原　康弘 ブルース Master Horse

《場内整備》
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