
大会登録No. 3094 開催日： 主任審判員署名：

大会名： ナス・サンシャインホースショー2020 公式発表時刻：

第 1 競技 競技名： 馬場馬術競技
認定競技No. クラス：

E： 会員番号 審判名
H： 会員番号 審判名
C： 会員番号 審判名
M： 会員番号 審判名
B： 会員番号 審判名

最終 備考

順位 出番 選手名 会員番号 馬匹名 登録番号 所　　　属 E　 H　 C　 M　 B　 得点率

1 山岸　広史 29988 フリーデンハヤテ 58147 中島トニアシュタール L1
2 遠藤　篤 12071 ヴァーリンライアン Bell Stable L1

得　　点　　率

2020/7/24



大会登録No. 3094 開催日： 2020/7/24 主任審判員署名：
大会名： ナス・サンシャインホースショー2020 公式発表時刻：

第 2 競技 競技名： Ｃクラスジャンプ（80cm） グレード： 分速： 325ｍ
認定競技No. カテゴリー： ★ 適用規程： 238条 2.1 基準 A 全長 360m 規定タイム 67秒 制限タイム 134秒
決勝競技の場

合
予選種目の認 競技場タイプ： アウトドア ジャンプオフ： 基準 全長 規定タイム 制限タイム

P： 会員番号 審判名
J1： 会員番号 審判名
J2： 会員番号 審判名
J3： 会員番号 審判名

水濠： 会員番号 審判名
ジャンプオフ

順位 出番 選手名 会員番号 馬匹名 登録番号 所　　　属
走行

タイム
加算秒

所要
タイム

タイム
減点

障害
減点

総減点
走行

タイム
加算秒

所要
タイム

タイム
減点

障害減点／
落下加算秒

総減点／
総タイム

備考

OP 1 中島　双汰 テラザウィウィン 中島トニアシュタール
OP 2 笹沼　和之 ラズベリー 55578 ライディングクラブウインズ
OP 3 伊藤　俊和 リーガルトライ 58178 Stable Liebling
OP 4 川野　剛 チェリーブロッサム 58537 中島トニアシュタール
OP 5 中島　妃香留 もみじ 55934 中島トニアシュタール
OP 6 松永　佳子 バリウス Bell Stable
OP 7 増山　治夫 エフシーレーダー 小山乗馬クラブ
OP 8 鈴木　嘉憲 タイセイブルグ 59017 Bell Stable

9 中島　連 テラザウィウィン 中島トニアシュタール
10 片岡　史 もみじ 55934 中島トニアシュタール

OP 11 中島　双汰 エバースウィフト 59341 中島トニアシュタール
OP 12 笹沼　和之 めい ライディングクラブウインズ
OP 13 川野　剛 ドラゴンヴァース 中島トニアシュタール

14 船生　勘太郎 ドリームピース 栃木県立宇都宮白楊高等学校
15 片岡　璃馬 エバースウィフト 59341 中島トニアシュタール

OP 16 小河　倫子 エフシーレーダー 小山乗馬クラブ
17 八木　宏太 31012 リーガルトライ 58178 Stable Liebling
18 谷崎　和寿 ラズベリー 55578 ライディングクラブウインズ
19 桑村　直子 ボンプー 那須トレーニングファーム
20 鈴木　智明 10541 チェリーブロッサム 58537 中島トニアシュタール
21 丹野　里香 23407 サトノスーペリア ゼンライディングクラブ
22 嶋岡　ひかり 30776 ラタミールロステート 50168 駿ホースクラブ
23 川野　篤 フェアリークロス 中島トニアシュタール
24 鈴木　智陽 テラザウィウィン 中島トニアシュタール
25 伊藤　彩葵 31149 バリウス Bell Stable
26 山中　春香 31392 ワンモアボーイ 52375 宇都宮大学馬術部



順位 出番 選手名 会員番号 馬匹名 登録番号 所　　　属
走行

タイム
加算秒

所要
タイム

タイム
減点

障害
減点

総減点
走行

タイム
加算秒

所要
タイム

タイム
減点

障害減点／
落下加算秒

総減点／
総タイム

備考

27 谷崎　太寿 めい ライディングクラブウインズ
28 額田　隼斗 28371 アルフレッドキングスナイト Stable Liebling
29 五十嵐　光晟 ドラゴンヴァース 中島トニアシュタール
30 西井　綾奈 サクラヴァンクール 栃木県立宇都宮白楊高等学校
31 丹野　浩美 25498 ランプルール ゼンライディングクラブ
32 松本　明美 ナスノオー 那須トレーニングファーム
33 室屋　篤史 24185 リコリス 54942 駿ホースクラブ
34 桑折　和幸 レディーカンパニー フジホースライディングクラブ
35 鈴木　智陽 もみじ 55934 中島トニアシュタール
36 矢内　希空 31046 ドリームピース 栃木県立宇都宮白楊高等学校
37 片岡　史 テラザウィウィン 中島トニアシュタール



大会登録No. 3094 開催日： 2020/7/24 主任審判員署名：
大会名： ナス・サンシャインホースショー2020 公式発表時刻：

第 3 競技 競技名： Ｂクラスジャンプ（90cm） グレード： 分速： 325ｍ
認定競技No. カテゴリー： ★ 適用規程： 238条 2.1 基準 A 全長 360m 規定タイム 67秒 制限タイム 134秒
決勝競技の場

合
予選種目の認 競技場タイプ： アウトドア ジャンプオフ： 基準 全長 規定タイム 制限タイム

P： 会員番号 審判名
J1： 会員番号 審判名
J2： 会員番号 審判名
J3： 会員番号 審判名

水濠： 会員番号 審判名
ジャンプオフ

順位 出番 選手名 会員番号 馬匹名 登録番号 所　　　属
走行

タイム
加算秒

所要
タイム

タイム
減点

障害
減点

総減点
走行

タイム
加算秒

所要
タイム

タイム
減点

障害減点／
落下加算秒

総減点／
総タイム

備考

OP 1 笹沼　和之 ラズベリー 55578 ライディングクラブウインズ
OP 2 広田　思乃 大和魂 那須トレーニングファーム
OP 3 伊藤　俊和 GODIVA Stable Liebling
OP 4 増山　治夫 エフシーレーダー 小山乗馬クラブ
OP 5 遠藤　篤 アグライア 58141 Bell Stable
OP 6 越野　恭介 タラッタ 駿ホースクラブ

7 片岡　璃馬 エバースウィフト 59341 中島トニアシュタール
8 谷崎　和寿 ラズベリー 55578 ライディングクラブウインズ
9 鈴木　智明 10541 チェリーブロッサム 58537 中島トニアシュタール

OP 10 笹沼　和之 めい ライディングクラブウインズ
11 西塚　健也 30249 シュペール 51421 駿ホースクラブ
12 桑村　直子 ボンプー 那須トレーニングファーム
13 山中　春香 31392 ワンモアボーイ 52375 宇都宮大学馬術部
14 川野　篤 チェリーブロッサム 58537 中島トニアシュタール
15 額田　隼斗 28371 ゾッケ・シュヴァルツ 56397 Stable Liebling
16 早田　明 8627 Q-ボーイTT 大瀧馬事苑
17 五十嵐　光晟 ドラゴンヴァース 中島トニアシュタール
18 室屋　篤史 24185 リコリス 54942 駿ホースクラブ
19 加藤　恵理子 31451 ランスコース 52537 筑波スカイラインスティーブル
20 谷崎　太寿 めい ライディングクラブウインズ
21 松本　明美 ナスノオー 那須トレーニングファーム



大会登録No. 3094 開催日： 2020/7/24 主任審判員署名：
大会名： ナス・サンシャインホースショー2020 公式発表時刻：

第 4 競技 競技名： Ａクラスジャンプ（100cm） グレード： 分速： 325ｍ
認定競技No. カテゴリー： ★ 適用規程： 238条 2.1 基準 A 全長 360m 規定タイム 67秒 制限タイム 134秒
決勝競技の場

合
予選種目の認 競技場タイプ： アウトドア ジャンプオフ： 基準 全長 規定タイム 制限タイム

P： 会員番号 審判名
J1： 会員番号 審判名
J2： 会員番号 審判名
J3： 会員番号 審判名

水濠： 会員番号 審判名
ジャンプオフ

順位 出番 選手名 会員番号 馬匹名 登録番号 所　　　属
走行

タイム
加算秒

所要
タイム

タイム
減点

障害
減点

総減点
走行

タイム
加算秒

所要
タイム

タイム
減点

障害減点／
落下加算秒

総減点／
総タイム

備考

OP 1 広田　龍馬 6082 饒速水琥珀主 58587 那須トレーニングファーム
OP 2 小河　倫子 パラドックス 小山乗馬クラブ
OP 3 広田　思乃 大和魂 那須トレーニングファーム
OP 4 笹沼　和之 星丸 ライディングクラブウインズ
OP 5 大久保　正輝 ゼウスバローズ 59393 那須トレーニングファーム
OP 6 藤田　充 ハーロック フジホースライディングクラブ

7 鈴木　爽日 30034 ヴァーサティー 54990 Bell Stable
8 額田　隼斗 28371 ゾッケ・シュヴァルツ 56397 Stable Liebling
9 木村　奈々美 30482 サンドウィッチ・コア 54680 Bell Stable

OP 10 広田　龍馬 ラ・フィニセ 昭和メタルファーム
11 高西　久美子 30481 ガロンヌ 57948 大瀧馬事苑
12 佐藤　天太郎 30033 シャルムールZ 57302 Bell Stable
13 丹野　里香 23407 ゼンブラ 54660 ゼンライディングクラブ
14 齋藤　みどり 13080 ソレイユ・ルナ 52342 筑波スカイラインスティーブル
15 小早川　美和 30817 アグライア 58141 Bell Stable
16 広田　大和 29308 饒速水琥珀主 58587 那須トレーニングファーム
17 富永　龍斗 31463 ゼウスバローズ 59393 那須トレーニングファーム



大会登録No. 3094 開催日： 2020/7/24 主任審判員署名：
大会名： ナス・サンシャインホースショー2020 公式発表時刻：

第 5 競技 競技名： ＭＤ－１ グレード： 中障害D 分速： 350ｍ
認定競技No. 1 カテゴリー： ★ 適用規程： 238条 2.1 基準 A 全長 440m 規定タイム 76秒 制限タイム 152秒
決勝競技の場

合
予選種目の認 競技場タイプ： アウトドア ジャンプオフ： 基準 全長 規定タイム 制限タイム

P： 会員番号 審判名
J1： 会員番号 審判名
J2： 会員番号 審判名
J3： 会員番号 審判名

水濠： 会員番号 審判名
ジャンプオフ

順位 出番 選手名 会員番号 馬匹名 登録番号 所　　　属
走行

タイム
加算秒

所要
タイム

タイム
減点

障害
減点

総減点
走行

タイム
加算秒

所要
タイム

タイム
減点

障害減点／
落下加算秒

総減点／
総タイム

備考

1 広田　龍馬 6082 饒速水琥珀主 58587 那須トレーニングファーム
2 富永　龍斗 31463 ゼウスバローズ 59393 那須トレーニングファーム
3 増山　大治郎 12159 エンジュ 59386 筑波スカイラインスティーブル
4 西塚　重二 7316 ラタミール・ラグラン 52138 駿ホースクラブ
5 小豆畑　智美 30297 マックスロノ 58577 クレイン栃木
6 永森　舞乃 30009 フィリップKT 58982 Stable Liebling
7 豊原　美海 29990 ルルヴェ 58535 中島トニアシュタール
8 見目　瑛 26483 アマデウス 59294 栃木県立宇都宮白楊高等学校
9 齊藤　弘子 29271 ルークスター 59066 小山乗馬クラブ

10 越野　愛由美 22524 マートレットJr 57326 駿ホースクラブ
11 広田　大和 29308 サンダーバード 57022 那須トレーニングファーム
12 増山　陽子 12158 スタークソックス 50210 筑波スカイラインスティーブル
13 広田　龍馬 6082 ラ・フィニセ 52643 昭和メタルファーム
14 増山　誠倫 8082 アドマイヤブライト 50886 小山乗馬クラブ
15 篠原　聡子 30274 メイショウサーフ 56656 クレイン栃木
16 千葉　奈鶴 20359 スズカタフネス 54871 Bell Stable
17 西塚　優二 18077 ミッキードリーム 58310 駿ホースクラブ
18 松永　佳子 26813 希 58594 Bell Stable
19 越野　恭介 16941 ポエティック 53951 駿ホースクラブ
20 船橋　友希那 30785 グレイトフルマッシュルーム 57413 グレイトフルホースファーム
21 富永　龍斗 31463 フウジンディザイア 58215 那須トレーニングファーム
22 増山　大治郎 12159 ナンヨーアイリッド 59387 筑波スカイラインスティーブル
23 西塚　重二 7316 彩ノ国キオラ 59055 駿ホースクラブ
24 広田　龍馬 6082 ピニャ・コラーダ 56758 那須トレーニングファーム



大会登録No. 3094 開催日： 2020/7/24 主任審判員署名：
大会名： ナス・サンシャインホースショー2020 公式発表時刻：

第 6 競技 競技名： ＭＤアマチュア＆ジュニア－１ グレード： 中障害D 分速： 350ｍ
認定競技No. 2 カテゴリー： ★ 適用規程： 238条 2.1 基準 A 全長 420m 規定タイム 72秒 制限タイム 144秒
決勝競技の場

合
予選種目の認 競技場タイプ： アウトドア ジャンプオフ： 基準 全長 規定タイム 制限タイム

P： 会員番号 審判名
J1： 会員番号 審判名
J2： 会員番号 審判名
J3： 会員番号 審判名

水濠： 会員番号 審判名
ジャンプオフ

順位 出番 選手名 会員番号 馬匹名 登録番号 所　　　属
走行

タイム
加算秒

所要
タイム

タイム
減点

障害
減点

総減点
走行

タイム
加算秒

所要
タイム

タイム
減点

障害減点／
落下加算秒

総減点／
総タイム

備考

1 山蔦　慎太郎 31470 エンジュ 59386 筑波スカイラインスティーブル
2 富永　龍斗 31463 ゼウスバローズ 59393 那須トレーニングファーム
3 中根　沙菜 31449 クラウンシーズ 58823 クレイン栃木
4 吉澤　愛乃果 30793 ラタミール・ラグラン 52138 駿ホースクラブ
5 冨山　碧李 30518 フィリップKT 58982 Stable Liebling
6 高西　久美子 30481 ガロンヌ 57948 大瀧馬事苑
7 中島　双汰 28675 マギー 58234 中島トニアシュタール
8 本津　浩美 24142 サンダーバード 57022 那須トレーニングファーム
9 髙橋　七海 31234 クリフトン・ジャベリン 54881 駿ホースクラブ

10 齋藤　翔太 31060 ランスコース 52537 筑波スカイラインスティーブル
11 広田　大和 29308 饒速水琥珀主 58587 那須トレーニングファーム
12 鈴木　美咲 31393 ベストエナジー 58743 クレイン栃木
13 中島　萌南 27548 ピニャ・コラーダ 56758 那須トレーニングファーム
14 船橋　友希那 30785 グレイトフルマッシュルーム 57413 グレイトフルホースファーム
15 松岡　愛來 30819 モエレ 57270 中島トニアシュタール
16 山蔦　慎太郎 31470 ナンヨーアイリッド 59387 筑波スカイラインスティーブル
17 富永　龍斗 31463 フウジンディザイア 58215 那須トレーニングファーム



大会登録No. 3094 開催日： 2020/7/24 主任審判員署名：
大会名： ナス・サンシャインホースショー2020 公式発表時刻：

第 7 競技 競技名： ＭＣ－１ グレード： 中障害C 分速： 350ｍ
認定競技No. 3 カテゴリー： ★ 適用規程： 238条 2.1 基準 A 全長 410m 規定タイム 71秒 制限タイム 142秒
決勝競技の場

合
予選種目の認 競技場タイプ： アウトドア ジャンプオフ： 基準 全長 規定タイム 制限タイム

P： 会員番号 審判名
J1： 会員番号 審判名
J2： 会員番号 審判名
J3： 会員番号 審判名

水濠： 会員番号 審判名
ジャンプオフ

順位 出番 選手名 会員番号 馬匹名 登録番号 所　　　属
走行

タイム
加算秒

所要
タイム

タイム
減点

障害
減点

総減点
走行

タイム
加算秒

所要
タイム

タイム
減点

障害減点／
落下加算秒

総減点／
総タイム

備考

1 広田　龍馬 6082 ピニャ・コラーダ 56758 那須トレーニングファーム
2 大久保　正輝 4120 ゼウスバローズ 59393 那須トレーニングファーム
3 広田　思乃 16391 ゴールデン・サンシャイン・リモーネ 59252 那須トレーニングファーム
4 広田　大和 29308 オラシオン・デ・オーロ 56682 那須トレーニングファーム
5 増山　大治郎 12159 ア・ガール・ドゥ・シャヴァノン 58807 筑波スカイラインスティーブル
6 金子　美穂 24141 デール 57849 那須トレーニングファーム
7 長谷川　晶子 28432 キャンベラZ 57145 那須トレーニングファーム
8 川野　剛 28676 ヴィエナ 57740 中島トニアシュタール
9 菊池　みゆう 29714 ジュネーブ 58602 中島トニアシュタール

10 鈴木　嘉憲 9588 シスコズシャトー 58333 Bell Stable
11 越野　愛由美 22524 シュペール 51421 駿ホースクラブ
12 広田　龍馬 6082 ラ・フィニセ 52643 昭和メタルファーム



大会登録No. 3094 開催日： 2020/7/24 主任審判員署名：
大会名： ナス・サンシャインホースショー2020 公式発表時刻：

第 8 競技 競技名： ＭＣアマチュア＆ジュニア－１ グレード： 中障害C 分速： 350ｍ
認定競技No. 4 カテゴリー： ★ 適用規程： 238条 2.1 基準 A 全長 410m 規定タイム 71秒 制限タイム 142秒
決勝競技の場

合
予選種目の認 競技場タイプ： アウトドア ジャンプオフ： 基準 全長 規定タイム 制限タイム

P： 会員番号 審判名
J1： 会員番号 審判名
J2： 会員番号 審判名
J3： 会員番号 審判名

水濠： 会員番号 審判名
ジャンプオフ

順位 出番 選手名 会員番号 馬匹名 登録番号 所　　　属
走行

タイム
加算秒

所要
タイム

タイム
減点

障害
減点

総減点
走行

タイム
加算秒

所要
タイム

タイム
減点

障害減点／
落下加算秒

総減点／
総タイム

備考

1 広田　大和 29308 ライフ・イズ・ビューティフル 54903 那須トレーニングファーム
2 中島　萌南 27548 ラリーニョ 55305 那須トレーニングファーム
3 長谷川　晶子 28432 プランス・エトワール・クリスタル 56681 那須トレーニングファーム
4 金子　美穂 24141 デール 57849 那須トレーニングファーム
5 広田　大和 29308 ブレイヴスターズofヤス 59250 那須トレーニングファーム
6 中島　萌南 27548 ピニャ・コラーダ 56758 那須トレーニングファーム
7 長谷川　晶子 28432 キャンベラZ 57145 那須トレーニングファーム



大会登録No. 3094 開催日： 2020/7/24 主任審判員署名：
大会名： ナス・サンシャインホースショー2020 公式発表時刻：

第 9 競技 競技名： ＭＢ－１ グレード： 中障害B 分速： 350ｍ
認定競技No. 5 カテゴリー： ★ 適用規程： 238条 2.1 基準 A 全長 410m 規定タイム 71秒 制限タイム 142秒
決勝競技の場

合
予選種目の認 競技場タイプ： アウトドア ジャンプオフ： 基準 全長 規定タイム 制限タイム

P： 会員番号 審判名
J1： 会員番号 審判名
J2： 会員番号 審判名
J3： 会員番号 審判名

水濠： 会員番号 審判名
ジャンプオフ

順位 出番 選手名 会員番号 馬匹名 登録番号 所　　　属
走行

タイム
加算秒

所要
タイム

タイム
減点

障害
減点

総減点
走行

タイム
加算秒

所要
タイム

タイム
減点

障害減点／
落下加算秒

総減点／
総タイム

備考

1 広田　思乃 16391 ラリーニョ 55305 那須トレーニングファーム
2 広田　龍馬 6082 ピニャ・コラーダ 56758 那須トレーニングファーム
3 駒津　眞希 5741 カリズマウィッシュ 56319 栃の葉乗馬クラブ
4 増山　大治郎 12159 ア・ガール・ドゥ・シャヴァノン 58807 筑波スカイラインスティーブル
5 越野　恭介 16941 ヴィレリ 55026 駿ホースクラブ
6 広田　思乃 16391 オラシオン・デ・オーロ 56682 那須トレーニングファーム
7 増山　誠倫 8082 ダコナ 59095 小山乗馬クラブ
8 大久保　正輝 4120 ゼウスバローズ 59393 那須トレーニングファーム
8 東條　裕孝 17349 コンスタンティン 56588 小山乗馬クラブ
9 齋藤　有里 29789 アロー 56153 小山乗馬クラブ

10 西角　崚 29373 C'sヴェルビータ 58548 クレイン栃木
11 広田　思乃 16391 プランス・エトワール・クリスタル 56681 那須トレーニングファーム
12 広田　龍馬 6082 ブレイヴスターズofヤス 59250 那須トレーニングファーム
13 中島　双汰 28675 ダイワシュガー 55422 中島トニアシュタール
14 丹野　愛依 26341 ピクセル 56076 ゼンライディングクラブ
15 鈴木　嘉憲 9588 コンコルドⅡ 59022 Bell Stable
16 広田　思乃 16391 ライフ・イズ・ビューティフル 54903 那須トレーニングファーム
17 西塚　重二 7316 キープユアタッチ 50673 駿ホースクラブ
18 石島　優紀 26320 カイロ 58671 小山乗馬クラブ
19 越野　恭介 16941 キャンベルMV 56444 駿ホースクラブ
20 駒津　眞希 5741 インディス 56320 栃の葉乗馬クラブ
21 広田　龍馬 6082 ディアデム・アクアマリーナ 59251 那須トレーニングファーム
22 広田　思乃 16391 ゴールデン・サンシャイン・リモーネ 59252 那須トレーニングファーム



大会登録No. 3094 開催日： 2020/7/24 主任審判員署名：
大会名： ナス・サンシャインホースショー2020 公式発表時刻：

第 10 競技 競技名： ＭＢアマチュア＆ジュニア－１ グレード： 中障害B 分速： 350ｍ
認定競技No. 6 カテゴリー： ★ 適用規程： 238条 2.1 基準 A 全長 440m 規定タイム 76秒 制限タイム 152秒
決勝競技の場

合
予選種目の認 競技場タイプ： アウトドア ジャンプオフ： 基準 全長 規定タイム 制限タイム

P： 会員番号 審判名
J1： 会員番号 審判名
J2： 会員番号 審判名
J3： 会員番号 審判名

水濠： 会員番号 審判名
ジャンプオフ

順位 出番 選手名 会員番号 馬匹名 登録番号 所　　　属
走行

タイム
加算秒

所要
タイム

タイム
減点

障害
減点

総減点
走行

タイム
加算秒

所要
タイム

タイム
減点

障害減点／
落下加算秒

総減点／
総タイム

備考

1 広田　大和 29308 オラシオン・デ・オーロ 56682 那須トレーニングファーム
2 大久保　正輝 4120 グレイトフルマッシュルーム 57413 那須トレーニングファーム
3 長谷川　晶子 28432 プランス・エトワール・クリスタル 56681 那須トレーニングファーム
4 齋藤　有里 29789 アロー 56153 小山乗馬クラブ
5 中島　妃香留 28786 ひなざくら 56629 中島トニアシュタール
6 広田　大和 29308 ブレイヴスターズofヤス 59250 那須トレーニングファーム
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