
出番 選 手 馬 名 所 属 備 考

1 富山　公晴 エイミー・ポー 小山乗馬クラブ

2 広田　思乃 ラ・フィニセ 昭和メタルファーム

3 佐藤　天太郎 シャルムールZ Bell Stable

4 春日　海璃 ナイキマジェスティ 小山乗馬クラブ

5 伊藤　真七海 スーパーヴィクター 上田乗馬倶楽部

6 菊地　里奈 エイシンオスマン 栃の葉乗馬クラブ

7 秋山　瑞葵 ヴァシュロン 小山乗馬クラブ

8 菅原　優輔 トラスト 岩手県馬術連盟

9 角谷　秋吉 エイツ ダァーモスタッド

10 山本　香奈枝 ゴールデン・サンシャイン・リモーネ 那須トレーニングファーム

11 高篠　広佳 ジャヴー 小山乗馬クラブ

12 山根　良一 フォスベリー 乗馬クラブクレイン仙台泉パークタウン

13 丹野　里香 ゼンブラ ゼンライディングクラブ

14 山本　香澄 ディアデム・アクアマリーナ 那須トレーニングファーム

15 塩田　千津紀 キャプテンズクイーン フジホースライディングクラブ

16 小野寺　悠太 クレセントシップ 小山乗馬クラブ

17 伊藤　慎太郎 エースドライバー 矢板ホースリンクス

18 本巣　春彦 パトリシア ノーザンファーム天栄

19 瀧田　玲 グッドルーカス 那須トレーニングファーム

20 齊藤　弘子 ルークスター 小山乗馬クラブ

21 豊原　美海 ルルヴェ 中島トニアシュタール

22 松永　佳子 希 Bell Stable

23 鴇田　花奈 ジノゴールド 乗馬クラブクレイン仙台泉パークタウン

24 広田　大和 サンダーバード 那須トレーニングファーム

25 荒木　紀迪 ボッテガ 小山乗馬クラブ

26 衛藤　みのり 慈梛 明松寺馬事公苑

27 丹野　浩美 ゴントラン ゼンライディングクラブ
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出番 選 手 馬 名 所 属 備 考

1 広田　大和 饒速水琥珀主 那須トレーニングファーム OP

2 中島　双汰 エバースウィフト 中島トニアシュタール OP

3 笹沼　和之 カツノフィフス ライディングクラブウインズ OP

4 川野　剛 アンサイズニア 中島トニアシュタール OP

5 藤田　充 シロノカムイ フジホースライディングクラブ OP

6 中島　妃香留 バロンドゥフォール 中島トニアシュタール OP

7 錦織　貴洋 リゲル 乗馬クラブクレイン仙台泉パークタウン OP

8 鈴木　嘉憲 タイセイブルグ Bell Stable OP

9 中島　双汰 ヒロツグ 中島トニアシュタール OP

10 川野　剛 エアピザレー 中島トニアシュタール OP

11 長町　柚愛 エル・ブランシュ 上田乗馬倶楽部 OP

12 増山　大治郎 キセキノムスメ 小山乗馬クラブ OP

13 櫻井　風花 チャチャチャ 栃の葉乗馬クラブ

14 水野　静也 マッキー 那須トレーニングファーム

15 倉泉　亮汰 ドラゴン 那須トレーニングファーム

16 渡辺　臨 フリートサンライズ 新潟市馬術協会

17 齋藤　翔太 チョーチャン 筑波スカイラインスティーブル

18 谷崎　和寿 カツノフィフス ライディングクラブウインズ

19 中島　双汰 プライマリーケア 中島トニアシュタール OP

20 山本　香澄 フウジンディザイア 那須トレーニングファーム

21 丹野　浩美 ゴントラン ゼンライディングクラブ

22 遠藤　睦子 レイバジェ 小山乗馬クラブ

23 物井　駿 アンサイズニア 中島トニアシュタール

24 松本　明美 アストル 那須トレーニングファーム WD

25 横山　友恵 アイハヴアドリーム ノーザンファーム天栄

26 高篠　広佳 ロクアイホープ 小山乗馬クラブ

27 幕澤　陽太 ドラゴン 那須トレーニングファーム

28 片岡　璃馬 エバースウィフト 中島トニアシュタール

29 富永　龍斗 ゼウスバローズ 那須トレーニングファーム

30 衛藤　みのり 慈梛 明松寺馬事公苑

31 米山　志乃 モズカタクラ 小山乗馬クラブ

32 中山　里英 シロノカムイ フジホースライディングクラブ

33 川野　篤 バロンドゥフォール 中島トニアシュタール
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出番 選 手 馬 名 所 属 備 考

34 藤田　充 ジオコロナ フジホースライディングクラブ OP

35 竹本　由香里 リゲル 乗馬クラブクレイン仙台泉パークタウン

36 加納　麻優子 キセキノムスメ 小山乗馬クラブ

37 櫻井　風花 キャットディジェイ 栃の葉乗馬クラブ

38 青山　紘子 ヒロツグ 中島トニアシュタール

39 阿久澤　貴司 カズノピサ 小山乗馬クラブ

40 塩谷　正光 ジオコロナ フジホースライディングクラブ

41 丹野　里香 サトノスーペリア ゼンライディングクラブ

42 松原　汀明 ジェロディ ノーザンファーム天栄

43 風戸　友佳里 フリーマインド 小山乗馬クラブ

44 見目　瑛 パストゥール 矢板ホースリンクス

45 鈴木　智明 エアピザレー 中島トニアシュタール

46 岡本　正道 リジェネレーション モビーディック

47 松本　明美 饒速水琥珀主 那須トレーニングファーム

48 小河　倫子 オリヴァー 小山乗馬クラブ

49 繁田　賢治 アンサイズニア 中島トニアシュタール

50 大崎　文 プライマリーケア 中島トニアシュタール

51 黒須　晴子 ローレンスピリット 小山乗馬クラブ

52 谷崎　大寿 カツノフィフス ライディングクラブウインズ

53 船橋　慶歌 フウジンディザイア 那須トレーニングファーム

54 増山　陽子 エンジュ 筑波スカイラインスティーブル

55 藤田　充 ポワール フジホースライディングクラブ OP

56 伊藤　彩葵 ガロ Bell Stable

57 鶴田　弥子 アイハヴアドリーム ノーザンファーム天栄

58 長谷川　美紗江 ワイルドスワン 小山乗馬クラブ

59 山本　香奈枝 ゼウスバローズ 那須トレーニングファーム

60 伊藤　慎太郎 エースドライバー 矢板ホースリンクス

61 藤田　魁馬 ポワール フジホースライディングクラブ

62 黒須　晴子 フォルローズ 小山乗馬クラブ

63 荒木　紀迪 ボッテガ 小山乗馬クラブ

64 繁田　賢治 ヒロツグ 中島トニアシュタール

65 松本　明美 ナスノオー 那須トレーニングファーム

66 櫻井　風花 サカショウクイーン 栃の葉乗馬クラブ

67 増山　治夫 スプリングマーチ 小山乗馬クラブ



出番 選 手 馬 名 所 属 ハンデ 備 考

1 中島　双汰 フリーデンハヤテ 中島トニアシュタール OP

2 川野　剛 パーリオ 中島トニアシュタール OP

3 藤田　充 リリージャンパー フジホースライディングクラブ OP

4 笹沼　和之 星丸 ライディングクラブウインズ OP

5 中島　妃香留 もみじ 中島トニアシュタール

6 広田　大和 饒速水琥珀主 那須トレーニングファーム 3

7 松本　明美 ナスノオー 那須トレーニングファーム -4

8 横山　友恵 アイハヴアドリーム ノーザンファーム天栄

9 衛藤　みのり 慈梛 明松寺馬事公苑

10 水野　静也 麿 那須トレーニングファーム 3

11 増山　陽子 エンジュ 筑波スカイラインスティーブル

12 中島　信行 フェアリークロス 中島トニアシュタール OP

13 笹沼　和之 めい ライディングクラブウインズ OP

14 加納　麻優子 サヘル 小山乗馬クラブ

15 樋浦　萌 レオンアフリート 新潟市馬術協会

16 桑村　直子 ボンプー 那須トレーニングファーム -3 WD

17 岡本　正道 リジェネレーション モビーディック -6

18 山岸　広史 フリーデンハヤテ 中島トニアシュタール -3

19 村上　愛華 ホワイトマーブル 岩手県馬術連盟

20 富永　龍斗 ゼウスバローズ 那須トレーニングファーム 3

21 遠藤　睦子 シャインクラリス 小山乗馬クラブ

22 丹野　里香 ゼンブラ ゼンライディングクラブ

23 谷崎　和寿 星丸 ライディングクラブウインズ -2

24 山本　香澄 ディアデム・アクアマリーナ 那須トレーニングファーム

25 関口　佳恵 パーリオ 中島トニアシュタール

26 藤田　魁馬 キャプテンズクイーン フジホースライディングクラブ

27 加藤　恵理子 チョーチャン 筑波スカイラインスティーブル

28 谷崎　大寿 めい ライディングクラブウインズ 3

29 船橋　慶歌 フウジンディザイア 那須トレーニングファーム

30 高篠　広佳 リューデスグラン 小山乗馬クラブ

第13 回オールレディース＆ダンディークラシック
第16競技

Ｌ ＆ Ｄ カ ッ プ フ ァ イ ナ ル
出　　番　　表



出番 選 手 馬 名 所 属 ハンデ 備 考

31 松原　汀明 ジェロディ ノーザンファーム天栄

32 徳田　正俊 アラデールオラフ 新潟市馬術協会 -2

33 本津　浩美 サンダーバード 那須トレーニングファーム -4

34 福田　一輝 フェアリークロス 中島トニアシュタール 3

35 増山　陽子 ラメキシカZ 筑波スカイラインスティーブル

36 渡辺　千尋 ウィットゥレリー ダァーモスタッド

37 西井　綾菜 キャットディジェイ 栃の葉乗馬クラブ

38 小河　倫子 パラドックス 小山乗馬クラブ

39 瀧田　玲 グッドルーカス 那須トレーニングファーム

40 大崎　文 プライマリーケア 中島トニアシュタール

41 衛藤　みのり 黒姫 明松寺馬事公苑

42 増山　治夫 スプリングマーチ 小山乗馬クラブ -4

43 小田　淳子 AJ・ナイト フジホースライディングクラブ -3

44 山本　香奈枝 ゴールデン・サンシャイン・リモーネ 那須トレーニングファーム

45 鶴田　弥子 アイハヴアドリーム ノーザンファーム天栄

46 齋藤　有里 アロー 小山乗馬クラブ

47 丹野　浩美 ゴントラン ゼンライディングクラブ

48 松本　明美 饒速水琥珀主 那須トレーニングファーム -4

49 増山　陽子 スタークソックス 筑波スカイラインスティーブル

50 中島　妃香留 ひなざくら 中島トニアシュタール

51 三角　明子 トゥーシェパス Bell Stable



出番 選 手 馬 名 所 属 ハンデ 備 考

1
谷崎　和寿
笹沼　和之

星丸
カツノフィフス

ライディングクラブウインズ -2

2
瀧田　玲
広田　大和

グッドルーカス
饒速水琥珀主

栃木国体少年チーム

3
豊原　美海
福田　一輝

ルルヴェ
フェアリークロス

中島トニアシュタール

4
山本　香澄
山本　香奈枝

ディアデム・アクアマリーナ
ゴールデン・サンシャイン・リ
モーネ

那須トレーニングファーム

5
伊藤　大地
伊藤　真七海

エル・ブランシュ
スーパーチョコ

上田乗馬倶楽部

6
丹野　愛依
丹野　里香

ピクセル
ゴントラン

ゼンライディングクラブ

7
本津　浩美
中島　萌南

サンダーバード
ディーヴァ

那須トレーニングファーム -4

8
衛藤　みのり
佐藤　泰

黒姫
ビューティー

明松寺馬事公苑

9
関口　佳恵
物井　駿

パーリオ
アンサイズニア

中島トニアシュタール

10
増山　大治郎
増山　陽子

ラメキシカZ
スタークソックス

筑波スカイラインスティーブル -1

11
増山　久佳
広田　思乃

エッセン
キャンベラZ

栃木レディース連合

12
谷崎　大寿
笹沼　和之

めい
カツノフィフス

ライディングクラブウインズ

13
櫻井　風花
菊地　里奈

インディス
エイシンオスマン

栃の葉乗馬クラブ

14
中島　妃香留
広田　大和

もみじ
ブレイヴスターズofヤス

中島・那須三代目連合
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出番 選 手 馬 名 所 属 ハンデ 備 考

1 広田　思乃 キャンベラZ 那須トレーニングファーム 3

2 徳田　絵美 ディッケンソン 新潟市馬術協会

3 広田　大和 デール 那須トレーニングファーム 3

4 川野　剛 ヴィエナ 中島トニアシュタール 3

5 渡辺　千尋 ウィットゥレリー ダァーモスタッド

6 広田　思乃 ゴールデン・サンシャイン・リモーネ 那須トレーニングファーム 3

7 櫻井　風花 インディス 栃の葉乗馬クラブ

8 中島　萌南 ディーヴァ 那須トレーニングファーム

9 丹野　愛依 ピクセル ゼンライディングクラブ

10 本巣　春彦 パトリシア ノーザンファーム天栄 3

11 広田　思乃 ライフ・イズ・ビューティフル 那須トレーニングファーム 3 WD

12 武田　京夏 イルナノ 筑波スカイラインスティーブル

13 小松　絵里 マスカレードⅠ マスカレードトレーニング -1

14 藤井　優希 群青シャルル 乗馬クラブスリーフィールド

15 中島　妃香留 ひなざくら 中島トニアシュタール WD

16 鈴木　爽日 ヴァーサティー Bell Stable

17 広田　思乃 プランス・エトワール・クリスタル 那須トレーニングファーム 3

18 香取　良 フォレストヒル モビーディック -3

19 佐藤　泰 ビューティー 明松寺馬事公苑 3

20 鴇田　花奈 ジノゴールド 乗馬クラブクレイン仙台泉パークタウン

21 広田　大和 ブレイヴスターズofヤス 那須トレーニングファーム 3

22 徳田　絵美 ダコナ 新潟市馬術協会

23 広田　思乃 ラ・フィニセ 昭和メタルファーム
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