
第 26 競技 RRC障害飛越競技 公益社団法人　全国乗馬倶楽部振興協会

H90W110 11障害12飛越 １段階目：６障害７飛越２段階目：５障害 基準表A274条２－５

飼育奨励金 ： 第1位 ￥500,000　　　第2位 ￥200,000　　　第3位 ￥150,000　　　第4位 ￥100,000　　　第5位 ￥50,000

この奨励金は、全国乗馬倶楽部振興協会より『引退競走馬所有奨励金』となります。

NO. 都道府県 所属 選手名 馬匹名 産地 年齢 性別 毛色 父 母 競走馬名

1 茨城県 中島トニアシュタール 塚田　泰介 ステイチューン 北海道 6 セン 芦 クロフネ ヴァルパライソ ステイチューン

2 栃木県 小山乗馬クラブ 小河倫子 オレオールカフェ 北海道 3 牝 鹿 ネオユニヴァース コミラス オレオールカフェ

3 栃木県 壬生乗馬クラブ 仁田原知毅 煌梨(きらり) 北海道 4 セン 鹿 ディープインパクト フェアリーバラード レッドガーランド

4 茨城県 茨城県立水戸農業高等学校 飛田和輝 サダムコーテイ 北海道 9 セン 鹿 ウォーエンブレム オレンジパラダイス サダムコーテイ

5 千葉県 北総乗馬クラブ 吉田篤史 ガルガンチュア 北海道 6 セン 栗 ステイゴールド クラウンアスリート ガルガンチュア

6 埼玉県 東武乗馬クラブ&クレイン 大西峰 ゼルダ 北海道 6 牝 鹿 トーセンファントム トーセンアート ネクストヒロイン

7 栃木県 小山乗馬クラブ 筒江麻亜耶 シングンエトワール 北海道 5 セン 芦 シングンオペラ カスミサンダー シングンエトワール

8 茨城県 中島トニアシュタール 八ツ田　知久 パーリオ 北海道 5 セン 鹿 ハーツクライ シーリーコート パーリオ

9 茨城県 STABLE　AMIEST 田中亮介 ピポパポ 北海道 6 牝 栗 メイショウボーラー ケイビイスパイダー ピポパポ

10 茨城県 乗馬クラブクレイン茨城 関口裕文 シャイニー 北海道 6 セン 栗 ブライアンズタイム サトノアーチ シャイニーゴールド

11 埼玉県 乗馬クラブスリーフィールド 榊原春菜 リヴァディア 北海道 6 牝 鹿 ワークフォース ペンテシレイア リヴァディア

12 栃木県 フジホースライディングクラブ 藤田佳代子 ソリロキー 北海道 4 セン 黒鹿毛 アドマイヤムーン ジャパニーズウィスパー ソリロキー

13 茨城県 中島トニアシュタール 大曽根　萌映 ベラマレーナ 北海道 4 牝 栗 スマートファルコン メイショウアモーレ ベラマレーナ

14 宮城県 Bell Stable 松永佳子 ひまわり 北海道 8 牝 栗 ステイゴールド リブレット ドヤガオ

15 茨城県 ﾎｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｽｸｴｱｰｴﾎﾞﾙﾌﾞﾙｽ 土田静佳 キプリング 北海道 8 セン 黒鹿毛 キングカメハメハ スカイクレイバー ロンギングケイシー

16 宮城県 Horse Farm Brand New Day 安井博一 ワムウ 北海道 9 セン 黒鹿毛 アドマイヤムーン メイビーフォーエヴァー プレイズエターナル

17 茨城県 中島トニアシュタール 川野　剛 ドラゴンヴァース 北海道 7 セン 黒鹿毛 ネオユニヴァース バイザスポーツ ドラゴンヴァース

18 茨城県 ライディングクラブウインズ 笹沼和之 カツノフィフス 北海道 7 セン 鹿毛 ブラックタイド カーリービッド カツノフィフス

19 山形県 ゼンライディングクラブ 丹野里香 サトノスーペリア 北海道 8 セン 黒鹿毛 ハーツクライ オスティエンセ サトノスーペリア

20 群馬県 モビーディック 香取良 オリハルコン 北海道 8 セン 黒鹿毛 ディープインパクト シルヴァースカヤ オリハルコン

21 茨城県 茨城県立水戸農業高等学校 原一晴 タンピネス 北海道 5 セン 芦 サクラオリオン マリーシア タンピネス

22 茨城県 中島トニアシュタール 森下力 レネレイド 北海道 6 牝 黒鹿毛 ワークフォース プラージュ レネレイド

23 宮城県 Bell Stable 遠藤篤 ミミ 北海道 6 牝 栗 ハービンジャー オメガトゥルカラー スウィートカラー

24 茨城県 中島トニアシュタール 中島　妃香留 アンサイズニア 北海道 6 セン 鹿 ハーツクライ ダイナズクラブ アンサイズニア

25 埼玉県 東武乗馬クラブ&クレイン 大和田啓太 バロックパール 北海道 5 牝 鹿 ワークフォース ピサノアリュメール バロックパール

26 岩手県 岩手県馬術連盟 菅原優輔 トラスト 北海道 7 セン 栗 スターリングローズ ハタノプラウド テラザジーク

27 茨城県 中島トニアシュタール 豊原　美海 エアピザレー 北海道 8 牡 栗 ハーツクライ エアリカコ エアピザレー



28 埼玉県 乗馬クラブスリーフィールド 清水友和 コランダム 北海道 10 セン 栗 マイネルセレクト レインボールビー コランダム

29 茨城県 筑波スカイラインスティーブル 増山大治郎 ナンヨーアイリッド 北海道 7 セン 栗 ケイムホーム シンコウベルデ ナンヨーアイリッド

30 栃木県 小山乗馬クラブ 増山誠倫 ジュンマーメイド 北海道 3 牝 黒鹿毛 シニスターミニスター リトルマーメイド ジュンマーメイド

31 茨城県 中島トニアシュタール 酒川　光雄 エバンゲリスト 北海道 4 セン 黒鹿毛 スウィフトカレント エバーグレーズ エバンゲリスト

32 栃木県 小山乗馬クラブ 小河倫子 オリヴァー 北海道 8 セン 青鹿毛 ネオユニヴァース シルヴァーグレイル オリヴァー

33 茨城県 STABLE　AMIEST 久保田琴音 サトノユニコーン 北海道 9 セン 鹿 ディープインパクト シャイアーズエンデ サトノユニコーン

34 栃木県 小山乗馬クラブ 筒江麻亜耶 マイネルディアベル 北海道 6 セン 黒鹿毛 ナイキアディライト ムービースクリーン マイネルディアベル

35 栃木県 壬生乗馬クラブ 仁田原知毅 レッドサバス 北海道 7 セン 黒鹿毛 キングカメハメハ アイシーサイレンス レッドサバス

36 茨城県 中島トニアシュタール 中島　双汰 ルルヴェ 北海道 6 牝 黒鹿毛 ワークフォース バレエブラン ルルヴェ

37 栃木県 フジホースライディングクラブ 藤田充 レディーピンク 北海道 9 牝 鹿 シニスターミニスター ワイルドピンク レディーピンク

38 茨城県 中島トニアシュタール 塚田　泰介 エンキンドル 北海道 8 セン 青 パイロ ラヴィングプライド エンキンドル

39 宮城県 Bell Stable 鈴木嘉憲 ゼウス 北海道 9 セン 鹿 ジャングルポケット ソフトワルツ ゼウス

40 栃木県 那須トレーニングファーム 広田龍馬 ゼウスバローズ 北海道 8 セン 鹿 ディープインパクト ラヴアンドバブルス ゼウスバローズ

41 茨城県 中島トニアシュタール 中島　信行 バロンドゥフォール 北海道 9 セン 鹿 ディープインパクト ラトラヴィアータ バロンドゥフォール


