
（8：00　開始予定）

Ｊ.Ｅ.Ｆ.中障害Ｄ 規定 JEF238.2.1 基準Ａ

順位 出番 選　　手　　名 会員番号 馬　　匹　　名 登録番号 所　　　　　属 成績

1 辻　結仁 30958 リサヴァンデウィンデルスティーンＺ 56598 ドリームファーム

2 緒方　紘人 60101 ネオヴィーナス 60101 ライディングクラブトゥインクル

3 大谷　直生 23037 ドン・シャーリー 60211 kaimanafarm

4 田口　和務 32037 ガングート 59135 ホースファームエルミオーレ神戸

5 本郷　千夏 30532 ジェイローVDP 59501 K・Tステーブル

6 大浦　芳裕 2929 ウォーターパーク 57018 ウィングファーム

7 宮本　佳英 13143 チェイシンクスター 57700 Vigorous Stable

8 牧野　志音 31631 ノアール・Ｓ 59933 ドリームファーム

9 大歳　正明 32023 ケレシンボンダイ 55394 ニッケ乗馬クラブクレイン加古川

10 楠森　郁人 31621 フルンティング 59050 ホースファームエルミオーレ神戸

11 小出　謙介 23468 バリーナ 56389 明石乗馬協会

12 梅村　憲 5834 プライムZ 59691 浅野乗馬クラブ

種変 13 稲美　契介 23748 グアンタナモD 59143 神戸乗馬俱楽部

14 徳平　千晶 28586 トップグローリー 56536 蔵元ライディングアカデミー

追加 15 奥村　安寿 30235 ランディーノズ・ジントニック 56455 K・Tステーブル

16 緒方　紘人 60102 ハッシュタグ 60102 ライディングクラブトゥインクル

17 泉谷　壮城 31730 グローセンシュロス 59443 佐伯ホースパーク

18 大谷　文志 30938 多可乃松風 59698 kaimanafarm

19 中野　正幸 263 ボンダイ 59408 ニッケ乗馬クラブクレイン加古川

第２日：７月1０日(日）：障害飛越競技

第 ９ 競技　中障害飛越Ｄ：Ｆｉｎａｌ(公認種目）

グレード
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（前競技に引き続き　開始予定）

グレード Ｊ.Ｅ.Ｆ.中障害Ｄ 規定 JEF238.2.1 基準Ａ

順位 出番 選　　手　　名 会員番号 馬　　匹　　名 登録番号 所　　　　　属 成績

open 1 池田　大樹 パクチー 佐伯ホースパーク

open 2 吉田　篤史 ナーウル ポニースマイル

3 福井　美穂 ﾗﾝﾃﾞｨｰﾉｽﾞ・ｼﾞﾝﾄﾆｯｸ K・Tステーブル

（9：10　開始予定）

グレード Ｊ.Ｅ.Ｆ.中障害Ｃ 規定 JEF238.2,1 基準Ａ

順位 出番 選　　手　　名 会員番号 馬　　匹　　名 登録番号 所　　　　　属 成績

追加 1 吉田　篤史 26026 ナーウル 60292 鳥取県馬術連盟

追加 2 山口　敬介 22852 クインティナ 60097 水口乗馬クラブ

3 田中　和真 18390 チャーリンZ 59774 K・Tステーブル

4 七瀬　大 22903 ダニエルEK 59234 蔵元ライディングアカデミー

騎変 5 三木　翔一朗 18957 大将 57760 明石乗馬協会

6 大浦　勇馬 30257 ケレシン・パイレーツ 55747 大浦牧場ライディングクラブ

7 尾﨑　康弘 22041 ツェレーノ 56690 神戸乗馬俱楽部

8 北川　力志 32332 カシス 57202 ハーモニーファーム野のはな

9 中村　さくら 31217 Gバレンティノ 57084 徳島乗馬倶楽部

10 泉谷　壮城 31730 グローセンシュロス 59443 佐伯ホースパーク

第１０競技　中障害飛越Ｄ＊（2）

第１１競技　中障害飛越Ｃ：Ｆｉｎａｌ(公認種目）
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（10：05　開始予定）

グレード Ｊ.Ｅ.Ｆ.中障害Ｂ 規定 JEF128.2.1 基準Ａ

順位 出番 選　　手　　名 会員番号 馬　　匹　　名 登録番号 所　　　　　属 成績

1 奥村　安寿 30235 オスカーP 59916 K・Tステーブル

2 安田　公翼 27316 エール・ドゥ・ドン 57202 ハーモニーファーム野のはな

3 長澤　優 21837 カエラー 56396 鶴見緑地乗馬苑

追加 4 野口　恭弘 23940 ブラックスミス 56983 ホースファームエルミオーレ神戸

（10：45　開始予定）

Ｊ.Ｅ.Ｆ.小障害Ａ 規定 JEF238.2.１ 基準Ａ

順位 出番 選　　手　　名 会員番号 馬　　匹　　名 登録番号 所　　　　　属 成績

追加 1 田口　英嗣 ガングート ホースファーム　エルミオーレ神戸

種変 2 北浦　檜 31365 カレッサ 57665 RidingClubCARECA

追加 3 広利　帆風 バディーロード ハーモニーファーム淡路

追加 4 桑山　直子 マーベラスエール ウィングファーム

open 5 岩本　隆行 プリヤカーン SILVANO STABLES

6 稲美　幸 チェスター 神戸乗馬俱楽部

open 7 岩峪　正典 スムースオペレーター ホースファーム　エルミオーレ神戸

8 梅田　信 ココ・リヴァーナ RidingClubCARECA

棄権 9 新原　花菜 ライドオンドリーム 神戸乗馬俱楽部

10 酒井　喜久子 ワトソンK 鶴見緑地乗馬苑

11 空谷　尚美 コルチナ 眞田ライディングクラブ

open 12 宮内　隆佑 まめ 明石乗馬協会

13 近藤　友子 シューフルール SILVANO STABLES

14 半田　晶子 プリヤカーン SILVANO STABLES

15 髙嶋　洋子 メイショウゲントク ﾆｯｹ乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ加古川

16 大谷　文志 メリーナ kaimanafarm

17 田中　梨沙 ウェリナ 月ヶ瀬乗馬クラブ

18 高田　葉月 スムースオペレーター ホースファーム　エルミオーレ神戸

19 原口　安明 ディーナ ハーモニーファーム野のはな

20 木村　直道 ビスケット ハーモニーファーム淡路

21 南　育代 ワンダフルワールド Vigorous Stable

open 22 岩本　隆行 サンダーボール SILVANO STABLES

第１２競技　中障害飛越Ｂ：Ｆｉｎａｌ(公認種目）

第１３競技　小障害飛越Ａ：Ｆｉｎａｌ

グレード
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（11：50　開始予定）

グレード Ｊ.Ｅ.Ｆ.小障害Ｂ 規定 JEF238.2.1 基準Ａ
《成年班》
順位 出番 選　　手　　名 会員番号 馬　　匹　　名 登録番号 所　　　　　属 成績

追加 1 三木　翔一朗 トーコーブリザード 明石乗馬協会

追加 2 岩上　洋子 ヤッホーぺぺ ライディングクラブトゥインクル

追加 3 渡辺　さやか キャノンストーム ポニースマイル

追加 4 城　真司 フレディー 蔵元ライディングアカデミー

5 原田ひかり レッドガニアン K・Tステーブル

open 6 山口　敬介 ブレッザ 水口乗馬クラブ

open 7 岩峪　正典 カリメロ ホースファームエルミオーレ神戸

open 8 宗接　元信 ネオ君 ハーモニーファーム野のはな

9 冨田　和弘 ハクロジャイブ ニッケ乗馬クラブクレイン加古川

10 合澤　直喜 ヴィクトリア ホースファームエルミオーレ神戸

open 11 吉田　篤史 ユーメイドリーム 佐伯ホースパーク

open 12 岩本　隆行 ピーナッツ SILVANO STABLES

13 中川　万佑花 Ｇソミア テーブルランド乗馬倶楽部

14 荒川　竜芳 清香 広島大学馬術部

15 近藤　三奈子 ツェレーノ 神戸乗馬俱楽部

16 宮田　慎哉 ビスケット ハーモニーファーム淡路

17 大町　彩花 チャンドラー 三木山人と馬とのふれあいの森協会

18 安川　晴奈 レッドガニアン K・Tステーブル

open 19 池田　大樹 馬変 コトブキジェダイト 佐伯ホースパーク

open 20 山口　敬介 トップアスリート 水口乗馬クラブ

21 多加 将陽 メイショウゲントク ニッケ乗馬クラブクレイン加古川

22 康　良輔 ミサキシャンティ ホースファームエルミオーレ神戸

23 栗本　薫 暁 ハーモニーファーム野のはな

《少年班》
順位 出番 選　　手　　名 会員番号 馬　　匹　　名 登録番号 所　　　　　属 成績

追加 1 髙田　春来 ピーナッツ SILVANO STABLES

2 木村　駿太郎 コナン 浅野乗馬クラブ

3 東海　最 クランドールゲラン 甲南高校馬術部

4 吉田　美月 セオドア ホースファームエルミオーレ神戸

5 諸石　ひかり 栗金時 明石乗馬協会

6 楠森　郁人 ミサキシャンティ ホースファームエルミオーレ神戸

7 山本　浬子 不知火Ⅱ 明石乗馬協会

8 内田　理子 アミ ライディングクラブトゥインクル

9 諸石　ひかり 明飛夢 明石乗馬協会

10 石松　怜 ティオーレ ホースファームエルミオーレ神戸

11 山本　浬子 まめ 明石乗馬協会

12 安田　湊 コナン 浅野乗馬クラブ

13 池畑　雅仁 クランドールゲラン 甲南高校馬術部

14 小国　鈴 セオドア ホースファームエルミオーレ神戸

第１４競技　小障害飛越Ｂ
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主催　公益社団法人全国乗馬倶楽部振興協会

      　兵庫地区乗馬倶楽部振興会

優勝　500,000,-   ２位　200,000,-   3位　150,000,-　　

 ４位　100,000,-　  5位 　 50,000,-

グレード Ｊ.Ｅ.Ｆ.小障害Ｂ （13：15　開始予定） 規定 JEF274.2 基準Ａ

順位 出番 選　　手　　名 馬　　匹　　名
JEF登
録番号

所　　　　　属 成績

1 梁川　正重 ピースアンドカーム 59958 月ヶ瀬乗馬クラブ

2 吉田　篤史 メラナイト ポニースマイル

3 梅田　信 ティティ 59829 Riding Club CARECA

馬変 4 池田　大樹 コトブキジェダイト 佐伯ホースパーク

5 山口  敬介 ブレッザ 水口乗馬クラブ

6 三木　翔一朗 トーコーブリザード 明石乗馬協会

7 眞田　翔 アンフォロー 眞田ライディングクラブ

8 石原　昭駿 ファンファン テーブルランド乗馬倶楽部

9 岩峪　正典 カリメロ ホースファームエルミオーレ神戸

10 大谷　直生 ドン・シャーリー 60211 kaimanafarm

11 吉田  和真 ゼンノトライブ 60028 岐阜大学馬術部

12 朝岡　宗厳 タウィーザ ウィングファーム

13 宮本　佳英 スワーヴポルトス Vigorous Stable

14 大浦  沙耶香 スワニルダ 大浦牧場ライディングクラブ

15 林　尚 アズライト・ラニ 鶴見緑地乗馬苑

16 牧野　志音 ノアール・Ｓ 59467 ドリームファーム

17 岩上　洋子 ヤッホーぺぺ ライディングクラブトゥインクル

18 梁川　正重 ムーンショット 60154 月ヶ瀬乗馬クラブ

第17競技　RRC障害馬術ひょうご２０２２
（Retired Racehorse Cup　Hyogo　2022)

§§§ 奨励金（総額100万円） §§§

クリアラウンド賞　＠30，000，-
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第１７競技　つづき

順位 出番 選　　手　　名 馬　　匹　　名
JEF登
録番号

所　　　　　属 成績

19 美谷脇　舞子 コナン 59813 浅野乗馬クラブ

20 宮内　隆介 明飛夢 明石乗馬協会

21 新見　理恵 スカイジーニアス 58981 眞田ライディングクラブ

22 吉田　裕之 ショウナンバレリオ MITA馬事公苑吉田stable

23 田中　梨沙 ウェリナ 月ヶ瀬乗馬クラブ

24 中川　万佑花 Ｇソミア テーブルランド乗馬倶楽部

25 大谷　永吉 オチビチャン kaimanafarm

26 佐々木　敬祐 ミサキシャンティ ホースファーム　エルミオーレ神戸

27 水野　智絵 メイショウホルダー 岐阜大学馬術部

28 吉田　篤史 ユーメイドリーム 59695 佐伯ホースパーク

29 梅田　信 モモ Riding Club CARECA

30 池田　大樹 マイスターシャーレ 佐伯ホースパーク

31 山口　敬介 トップアスリート 水口乗馬クラブ

32 三木　翔一朗 栗金時 明石乗馬協会

33 眞田　翔 キャノンストーム ポニースマイル

34 梁川　正重 ミシェル３１ 59505 早来エクワインファーム
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（14:45　開始予定）

グレード H７０W９０以下 規定 ローカル:基準時間制 基準Ａ

順位 出番 選　　手　　名 会員番号 馬　　匹　　名 登録番号 所　　　　　属 成績

open 1 千古　七瀬 クワーティー K・Tステーブル

open 2 長澤　優　 キャニオン 鶴見緑地乗馬苑

3 安田　公翼 シャドウブリランテ 　ハーモニーファーム野のはな

4 津和　千鶴 ライスベルヒェン 神戸乗馬俱楽部

open 5 高瀬　秀平 馬変 マンボノリズム ライディングクラブトゥインクル

open 6 緒方　翔真 エンジェル ライディングクラブトゥインクル

open 7 住岡　崇 エルモンストロ 瀬野川乗馬クラブ

open 8 大浦　芳裕 アスヘノトビラ ウィングファーム

open 9 渡邉　智之 ワンスアポンアタイム ハーモニーファーム淡路

open 10 岩上　洋子 馬変 ユメ ライディングクラブトゥインクル

11 那須　信子 ボルト 神戸乗馬俱楽部

12 盛本　綾 オウケンブリザード RASTER STABLE

13 三好　真紀 パクチー 佐伯ホースパーク

open 14 千古　七瀬 悠 K・Tステーブル

open 15 中野　正幸 椿颯天 ニッケ乗馬クラブクレイン加古川

16 井上　瑠実 ワンスアポンアタイム ハーモニーファーム淡路

17 横川　浩巳 クワーティー K・Tステーブル

18 合澤　直喜 ヴィクトリア ホースファームエルミオーレ神戸

19 澄川　太郎 まめ 明石乗馬協会

20 山根　博之 ネルソンタッチ 瀬野川乗馬クラブ

open 21 大浦　芳裕 アートギャラリー ウィングファーム

open 22 安田　公翼 種変 セントベル ハーモニーファーム野のはな

23 西田　智史 チミー K・Tステーブル

24 顕谷　実穂 ライスベルヒェン 神戸乗馬俱楽部

追加 25 近藤　由子 ダニエルEK 蔵元ライディングアカデミー

26 伊豆田　裕規 ティオーレ ホースファームエルミオーレ神戸

27 酒井　智子 ボルト 神戸乗馬俱楽部

第１５競技　　　小障害飛越Ｄ
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第１６競技　小障害飛越Ｄ：つづき

順位 出番 選　　手　　名 会員番号 馬　　匹　　名 登録番号 所　　　　　属 成績

28 嶋田　亘克 悠 K・Tステーブル

29 水口　敬 椿颯天 ニッケ乗馬クラブクレイン加古川

open 30 渡邉　智之 騎変 トイ・アルペン ハーモニーファーム淡路

31 今津　美和 キャニオン 鶴見緑地乗馬苑

open 32 住岡　崇 だいず 瀬野川乗馬クラブ

33 大久保　明子 アートギャラリー ウィングファーム

open 34 長澤　優　 追加 ケルフィル 鶴見緑地乗馬苑

《少年班》

順位 出番 選　　手　　名 会員番号 馬　　匹　　名 登録番号 所　　　　　属 成績

追加 1 緒方　翔真 ユメ ライディングクラブトゥインクル

2 杉本　悠奈 明飛夢 明石乗馬協会

3 水門　翠 馬変 マンボノリズム ライディングクラブトゥインクル

4 義元　大悟 シャドウブリランテ 　ハーモニーファーム野のはな

5 吉田　美月 セオドア ホースファームエルミオーレ神戸

6 石田　煌貴 ファルコン 甲南高校馬術部

7 苗井　空埜 だいず 瀬野川乗馬クラブ

8 内田　達也 アミ ライディングクラブトゥインクル

9 大皿　佳奈 栗金時 明石乗馬協会

10 井上　悠大 レッドガニアン K・Tステーブル

11 石松　怜 ティオーレ ホースファームエルミオーレ神戸

12 芳井　朱麗 ミルキー kaimanafarm

13 緒方　快斗 エンジェル ライディングクラブトゥインクル

14 森澤　加帆 ビスケット ハーモニーファーム淡路

15 河井　空音 アズライト・ラニ 鶴見緑地乗馬苑

16 宮島　悠輔 馬変 マンボノリズム ライディングクラブトゥインクル

17 川田　純煌 マイケル kaimanafarm

18 髙津　陽向 セントベル 　ハーモニーファーム野のはな

19 高橋　花音 ケルフィル 鶴見緑地乗馬苑

20 小国　鈴 セオドア ホースファームエルミオーレ神戸
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（16:45  開始予定）

H５０以下 規定 ローカル:基準タイム制 基準Ａ

順位 出番 選　　手　　名 会員番号 馬　　匹　　名 登録番号 所　　　　　属 成績

open 1 藤原　靖子 シグナルコール ニッケ乗馬クラブクレイン加古川

open 2 内田　理子 騎変 ジャニス ライディングクラブトゥインクル

open 3 宗接　元信 みるく金時 ハーモニーファーム野のはな

open 4 髙嶋　洋子 ムッシュカービー ニッケ乗馬クラブクレイン加古川

open 5 小出　謙介 バリーナ 明石乗馬協会

open 6 田中　和真 グランツ K・Tステーブル

open 7 安田　公翼 追加 シャトウブリランテ ハーモニーファーム野のはな

8 小宮　恵子 明飛夢 明石乗馬協会

9 手嶋　亜都里 ゼンノトライブ 岐阜大学馬術部

10 山崎　祐佳 シューフルール SILVANO STABLES

11 伊豆田　裕規 ティオーレ ホースファームエルミオーレ神戸

J 12 川田　雪乃 マイケル kaimanafarm

13 松尾　俊吾 メイショウホルダー 岐阜大学馬術部

J 14 大原　みかこ ジャニス ライディングクラブトゥインクル

J 15 黒田　千紘 シグナルコール ニッケ乗馬クラブクレイン加古川

16 長谷川　千紘 明飛夢 明石乗馬協会

J 17 竹内　清香 シャドウブリランテ ハーモニーファーム野のはな

J 18 石川　莉子 栗金時 明石乗馬協会

19 石田　博史 不知火Ⅱ 明石乗馬協会

20 岡部　恭佳 ゼンノトライブ 岐阜大学馬術部

J 21 原田　晴太朗 チミー K・Tステーブル

J 22 和田　茉莉亜 バリーナ 明石乗馬協会

J 23 川村　紗穂 シグナルコール ニッケ乗馬クラブクレイン加古川

24 佐藤　麻由美 みるく金時 ハーモニーファーム野のはな

J 25 加藤　凜 ジャニス ライディングクラブトゥインクル

J 26 嶋田　亘希 グランツ K・Tステーブル

27 池内　友希 ムッシュカービー ニッケ乗馬クラブクレイン加古川

第１6競技　クロス障害飛越
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