
2022RRC馬場馬術競技（引退競走馬杯）　（新馬馬場馬術課目）　結果表
RRC馬場中部大会 開催日：2022.05.20 競技開始時間 12：15 会場：御殿場市馬術・スポーツセンター

1 12 茨城県 中島トニアシュタール 中島　信行 ステイブラビッシモ 69.412 (2) 69.118 (1) 69.412 (1) 69.314 北海道 静内フジカワ牧場　新ひだか町 9 ｾﾝ 鹿 ステイゴールド スイートフラッグ ステイブラビッシモ 2021.1.5中京

2 17 京都府 カシオペアライディングパーク 草薙　達也 ピースアンドカーム 67.941 (4) 66.471 (2) 68.529 (2) 67.647 北海道 白井牧場　日高町 6 牝 栗 キングカメハメハ ブルーロータス ピースアンドカーム 2019.6.23函館

3 11 静岡県 オリエント馬事センター 平野　羽衣音 ルゥイ 69.706 (1) 64.118 (4) 67.647 (4) 67.157 北海道 ノーザンファーム　安平町 8 ｾﾝ 鹿 ルーラーシップ ダンスザクラシックス カレンラヴニール 2020.4.12高知

4 2 岐阜県 ニシワキステーブル 草薙　達也 ブレビス 69.412 (2) 66.471 (2) 65.294 (7) 67.059 北海道 三城ボクジョウ　日高町 6 ｾﾝ 芦 クロフネ クリヴィア シゲルシンジュ 2020.9.27佐賀

5 9 福島県 ヘレナ国際乗馬俱楽部 イネス・グリエロ ダイトウキョウ 65.588 (5) 62.059 (8) 67.941 (3) 65.196 北海道 オリオンファーム　日高町 10 牡 鹿 マンハッタンカフェ マネーペニー ダイトウキョウ 2021.3.13中山

6 14 静岡県 岡本ライディングクラブJAPAN 岡本　雅海 ソルディアス 65.588 (5) 62.353 (7) 66.176 (5) 64.706 北海道 高橋修　新ひだか町 12 ｾﾝ 芦 サクラプレジデント サクラグリッター サクラゴーズアイ 2019.11.6門別

7 3 埼玉県 狭山乗馬センター 山口　勝也 アルマエルナト 62.941 (9) 62.647 (6) 65.882 (6) 63.823 北海道 小島牧場　浦河町 11 ｾﾝ 栗 ネオユニヴァース キャメロンガール アルマエルナト 2020.8.16札幌

8 15 埼玉県 狭山乗馬センター 宮田　道子 ゴールド 64.706 (7) 62.941 (5) 62.647 (10) 63.431 北海道 藤本牧場　新ひだか町 8 ｾﾝ 鹿 パーソナルラッシュ プラチナアリュール エヌティゴールド 2020.2.13船橋

9 8 静岡県 ライディングクラブフジファーム 川口　飛鳥 モンテ 60.588 (12) 61.765 (9) 64.412 (8) 62.255 北海道 原口牧場　新ひだか町 5 ｾﾝ 鹿 モンテロッソ メジロベイシンガー クールモンテ 2019.10.26新潟

10 13 神奈川県 相模原乗馬クラブ 関戸　盛夫 ベルモンド 63.235 (8) 61.471 (10) 60.588 (11) 61.765 北海道 笹島智則　浦河町 4 ｾﾝ 黒鹿 フェノーメノ ニライカナイ ハヤブサユートピア 2021.6.5東京

11 16 神奈川県 ATSUGIライディングクラブ 人見　尚樹 ルクスムンディー 61.176 (11) 59.706 (13) 62.941 (9) 61.274 北海道 上水牧場　むかわ町 7 ｾﾝ 鹿 カジノドライヴ アントワープ ルクスムンディー 2021.5.12浦和

12 6 神奈川県 ATSUGIライディングクラブ 山崎　優希 ジェームズⅠ 60.588 (12) 60.000 (12) 58.529 (13) 59.706 北海道 川上悦夫　新冠町 8 ｾﾝ 黒鹿 トーセンホマレボシ スターコレクター ケングレーハウンド 2020.9.18名古屋

13 5 静岡県 アイリッシュアラン乗馬学校 東郷　翔 マヤノフロスティ 62.353 (10) 58.824 (14) 57.647 (14) 59.608 北海道 天羽牧場　日高町 7 ｾﾝ 芦 キングズベスト マヤノロシュニ マヤノフロスティ 2020.6.21阪神

14 1 静岡県 ELCドレッサージュチーム 人見　尚樹 エルモ 57.353 (14) 60.588 (11) 56.765 (15) 58.235 北海道 フジワラファーム　新ひだか町 5 ｾﾝ 鹿 ハービンジャー ブルームーンピサ プロシュート 2020.9.20大井

15 4 静岡県 岡本ライディングクラブJAPAN 島貫　咲雅 キングスクラウン 57.353 (14) 57.647 (15) 59.412 (12) 58.137 北海道 帰山清貴　浦河町　 6 ｾﾝ 黒鹿 エイシンフラッシュ アルザナー バトルアグレッシブ 2020.3.18大井

16 7 静岡県 ELCドレッサージュチーム 人見　美代子 レーシングマインド 54.794 (16) 55.088 (16) 54.206 (16) 54.696 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ Mighty Universe Ltd　愛 5 ｾﾝ 栗 ヴェラザーノ フリーフォーレーシング レーシングマインド 2020.5.10新潟

WD 10 茨城県 ライディングクラブウインズ 笹沼　和之 ラグビーボーイ - - - WD 北海道 レイクヴィラファーム　洞爺湖町 5 牡 黒鹿 エイシンフラッシュ マチカネセキガハラ ラグビーボーイ 2020.10.25新潟

WD＝棄権

E：乾小織
（％）

C：小川きよ
（％）

M：与田誠二
（％）

性別 毛色 父馬 母馬 競走馬時代名 最終レース年齢産地 生産者順位 № 府県名 所属 選手名 馬名
合計得点率

（％）


