
RRC馬場馬術競技（引退競走馬杯）　（L１課目）　結果 会場：中島トニアシュタール

RRC関東馬場馬術L1課目（NTS馬術大会オータム） 開催日：2021/10/16 開始時間：10時30分

1 13 埼玉県 ウィルスタッド 柿﨑　絵里 サムライ・ウィル 64.200 (1) 65.800 (2) 63.000 (2) 64.333 北海道 猿橋義昭　浦河町 10 ｾﾝ 鹿 サムライハート プリティラパス オンタケハート 2019.2.17東京

2 9 茨城県 Ross  Hof 岡田　一将 デルマプラチナ 64.100 (2) 66.900 (1) 61.500 (5) 64.167 北海道 ファニーヒルファーム　日高町 4 ｾﾝ 鹿 ヴィクトワールピサ ユークロニア デルマプラチナ 2020.5.17高知

3 4 茨城県 中島トニアシュタール 塚田　泰介 エンキンドル 64.000 (3) 64.200 (3) 60.800 (7) 63.000 北海道 ダーレー・ジャパン・ファーム　日高町 10 ｾﾝ 青 パイロ ラヴィングプライド エンキンドル 2018.8.12新潟

4 6 福島県 N.S.farm 鈴木　直人 たい助 63.200 (4) 61.000 (8) 63.800 (1) 62.667 北海道 谷川牧場　浦河町 7 ｾﾝ 栗 プリサイスエンド タイセイプロバブル タイセイプロスパー 2020.3.4笠松

5 5 神奈川県 日本大学馬術部 松川　絋大 桜迅 62.600 (5) 62.800 (5) 61.000 (6) 62.133 北海道 グッドラック・ファーム　日高町 11 ｾﾝ 黒鹿 ブラックタイド クラスター テイエムイナズマ 2018.10.2阪神

6 1 埼玉県 ウィルスタッド 柿﨑　絵里 テオドール・ウィル 62.000 (6) 63.000 (4) 60.800 (7) 61.933 北海道 ノーザンファーム　安平町 8 ｾﾝ 鹿 ハービンジャー アンブロワーズ テオドール 2019.3.10中山

7 3 群馬県 Cavallo Felice 丹野　里香 フィニッシュライン 60.800 (7) 62.200 (6) 62.600 (3) 61.867 北海道 栄進牧場　浦河町 4 ｾﾝ 栗 ゴールドアリュール エルヴィエント フィニッシュライン 2021.1.2水沢

8 7 東京都 八王子乗馬俱楽部 細野　茂之 フラッシュノワール 58.800 (9) 62.000 (7) 60.800 (7) 60.533 北海道 ノーザンファーム　安平町 5 ｾﾝ 黒鹿 エイシンフラッシュ リビングデイライツ フラッシュノワール 2019.8.11札幌

9 8 茨城県 ホースランチKYRA 斎藤　晴美 ベルウッドケルン 58.400 (10) 60.600 (9) 61.600 (4) 60.200 北海道 高橋農場　伊達市 9 ｾﾝ 栗 サイレントディール モージョ ベルウッドケルン 2019.5.5京都

10 14 栃木県 小山乗馬クラブ 杉本　葵生 ウエストブルック 58.900 (8) 59.500 (11) 59.900 (10) 59.433 北海道 社台ファーム　千歳市 6 ｾﾝ 黒鹿 ディープインパクト ターフローズ ウェストブルック 2020.10.18新潟

11 10 栃木県 小山乗馬クラブ 坂　卓磨 レオハイスピード 58.000 (11) 60.000 (10) 59.000 (11) 59.000 北海道 富菜牧場　浦河町 6 ｾﾝ 鹿 スマートファルコン コウエイレディー レオハイスピード 2021.3.15船橋

12 12 茨城県 中島トニアシュタール 中島　嘉奈子 トルセドール 56.600 (13) 59.200 (12) 59.000 (11) 58.267 ｱﾒﾘｶ Cloverleaf Farms II Inc.　米 10 ｾﾝ 鹿 Malibu Moon Travelator トルセドール 2018.4.8福島

13 15 茨城県 HORSE HILLS 長谷川　斉 ステイサウンド 57.000 (12) 56.000 (15) 57.800 (13) 56.933 北海道 千代田牧場　新ひだか町 10 青鹿 ステイゴールド ヴィフォルテ ステイサウンド 2020.8.16大井

14 2 神奈川県 Stable　FEDERA 杉本　葵生 アイルオブライリー 56.000 (14) 56.200 (14) 57.800 (13) 56.667 北海道 ユートピア牧場　登別市 9 ｾﾝ 青鹿 キングヘイロー アンジュポケット アイルオブワンダー 2020.2.17浦和

15 11 栃木県 フジホースライディングクラブ 佐藤　のぞみ クワドループル 54.200 (15) 56.600 (13) 56.800 (15) 55.867 北海道 ダーレー・ジャパン・ファーム　日高町 9 ｾﾝ 黒鹿 コマンズ トリプルピルエット クワドループル 2018.10.7東京

順位 No. 県名 所属 選手名 馬名 最終レース
C：鈴木瑞美子

（％）
産地 生産者 年齢 性別 毛色 父 母 競走馬時代名

M：大貫俊隆

（％）
合計得点率

（％）
E：市岡貴子

（％）



RRC馬場馬術競技（引退競走馬杯）　（新馬課目）　結果 会場：中島トニアシュタール

RRC関東馬場馬術新馬課目（NTS馬術大会オータム） 開催日：2021/10/16 開始時間：7時00分

1 8 埼玉県 狭山乗馬センター 宮田　道子 ベルンシュタイン 68.824 (1) 64.412 (1) 63.824 (5) 65.687 北海道 稲原牧場　平取町 12 ｾﾝ 栗 タイキシャトル エアコムロー　 リバータイキ 2018.4.7福島

2 13 茨城県 中島トニアシュタール 中島　双汰 フライトリーダー 67.353 (3) 63.235 (3) 64.412 (1) 65.000 北海道 広富牧場　日高町 10 ｾﾝ 芦 アグネスフライト デザートローズ フライトリーダー 2019.3.19大井

3 9 茨城県 ライディングクラブ　ウィンズ 笹沼　和之 テントゥワン 66.176 (5) 63.235 (3) 64.118 (3) 64.510 北海道 田中スタッド 浦河町 4 ｾﾝ 芦 クロフネ アピールポイント テントゥワン 2020.9.12中山

4 10 茨城県 乗馬クラブ　エトワール 中島　悠介 イカロス・E 65.294 (6) 61.176 (11) 64.412 (1) 63.627 64.412 北海道 いとう牧場　日高町 7 ｾﾝ 鹿 ロージスインメイ ヴィーナスコロニー エニグマ 2019.1.20中山

5 1 埼玉県 狭山乗馬センター 宮田　道子 アルマエルナト 68.529 (2) 62.353 (6) 60.000 (13) 63.627 62.353 北海道 小島牧場　浦河町 10 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

6 17 茨城県 ライディングクラブ　ウィンズ 富田　理恵 ラグビーボーイ 64.412 (7) 63.529 (2) 62.647 (6) 63.529 北海道 レイクヴィラファーム　洞爺湖町 4 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

7 6 埼玉県 ウィルスタッド 斎藤　裕己 メートルダール 62.941 (9) 63.235 (3) 64.118 (3) 63.431 北海道 ノーザンファーム　安平町 8 ｾﾝ 鹿 ゼンノロブロイ イグジットワン メートルダール 2020.9.6新潟

8 11 栃木県 小山乗馬クラブ 坂　卓磨 オリヴァー 67.353 (3) 62.059 (8) 60.588 (12) 63.333 北海道 千代田牧場　新ひだか町 7 ｾﾝ 芦 ネオユニヴァース シルヴァーグレイル オリヴァー 2018.9.17中山

9 4 茨城県 HORSE HILLS 天野　真衣 フッカツノジュモン 64.412 (7) 62.353 (6) 62.059 (9) 62.941 北海道 矢野牧場　新ひだか町 5 ｾﾝ 黒鹿 オルフェーブル ラグジャリ― フッカツノジュモン 2019.6.30函館

10 20 茨城県 ヨシザワライディングファーム 野澤　友梨有 ペトリコール 61.765 (13) 60.588 (13) 62.647 (6) 61.667 北海道 エムエム、ヤマダファーム　浦河町 3 牝 栗 カレンブラックヒル ボムシェル ペトリコール 2020.8.16新潟

11 12 群馬県 Stable　Liebling　 伊藤　俊和 風神 62.353 (11) 59.706 (15) 61.176 (11) 61.078 北海道 能登浩　えりも町 7 ｾﾝ 黒鹿 サムライハート ナスヲアイシテ ミスターフウジン 2019.11.7浦和

12 21 茨城県 乗馬クラブ　エトワール 小野寺　岬 シュテルングランツ 61.176 (15) 61.471 (9) 60.000 (13) 60.882 61.176 北海道 社台ファーム　千歳市 10 ｾﾝ 黒鹿 ステイゴールド トゥースペシャル シュテルングランツ 2020.3.31船橋

13 15 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 62.941 (9) 60.882 (12) 58.824 (16) 60.882 60.882 北海道 社台ファーム　千歳市 10 ｾﾝ 黒鹿 ハーツクライ オスティエンセ サトノスーペリア 2018.5.19京都

14 2 東京都 東京農業大学馬術部 田神　真優 オレオールカフェ 62.059 (12) 57.647 (22) 62.647 (6) 60.784 北海道 社台ファーム　千歳市 8 ｾﾝ 黒鹿 ネオユニヴァース コミラス オレオールカフェ 2018.9.8中山

15 25 東京都 東京農業大学馬術部 田神　真優 スペイシー 59.412 (18) 59.412 (16) 61.765 (10) 60.196 北海道 社台ファーム　千歳市 6 ｾﾝ 黒鹿 ステイゴールド レディオブチャド スペイシー 2020.10.27門別

16 22 栃木県 フジホースライディングクラブ 藤田　佳代子 ネイザンロード 61.176 (15) 60.000 (14) 58.824 (16) 60.000 ｲｷﾞﾘｽ Dunchurch Lodge Stud Company. 4 ｾﾝ 鹿 Nathaniel Alice Alleyne ネイザンロード 2020.1.11中山

17 5 神奈川県 日本大学馬術部 小濱　千晴 桜迅 61.471 (14) 59.118 (17) 58.824 (16) 59.804 北海道 グッドラック・ファーム　日高町 11 ｾﾝ 黒鹿 ブラックタイド クラスター テイエムイナズマ 2018.10.2阪神

18 24 群馬県 赤城乗馬クラブ 塚本　結芽 ナガラオリオン 58.235 (19) 61.471 (9) 57.647 (19) 59.118 北海道 大島牧場　浦河町 13 牡 鹿 アドマイヤマックス オオシマセリーヌ ナガラオリオン 2020.5.12金沢

19 19 茨城県 HORSE HILLS 野々宮　浩介 カヴァル 57.647 (21) 58.824 (20) 59.118 (15) 58.530 北海道 社台コーポレーション白老ファーム　白老町 6 ｾﾝ 青鹿 エイシンフラッシュ ペニーホイッスル カヴァル 2020.3.29阪神

20 3 山形県 ゼンライディングクラブ 牧野　はな メジャーヘンリー 60.588 (17) 59.118 (17) 55.882 (22) 58.529 北海道 山岡ファーム　新冠町 8 ｾﾝ 栗 タイキシャトル エリモエクレール メジャーヘンリー 2018.4.20名古屋

21 7 茨城県 ホースランチKYRA 尾野　綺乃 ニシノオウキ 57.941 (20) 59.118 (17) 56.765 (20) 57.941 北海道 中央牧場　新冠町 5 ｾﾝ 青鹿 メイショウボーラー クインクインクイン ニシノオウキ 2019.3.31中山

22 23 茨城県 中島トニアシュタール 豊原　美海 レッドラウダ 57.353 (22) 58.824 (20) 55.882 (22) 57.353 北海道 社台ファーム　千歳市 8 ｾﾝ 鹿 ダイワメジャー ヘヴンリーソング レッドラウダ 2021.5.11浦和

23 14 東京都 八王子乗馬俱楽部 細野　茂之 サトノダイナスティ 54.412 (23) 55.882 (23) 56.471 (21) 55.588 北海道 千代田牧場　新ひだか町 5 ｾﾝ 鹿 ルーラーシップ ベストクルーズ サトノダイナスティ 2020.2.6大井

WD 16 長野県 明松寺馬事公苑 佐藤　泰 星娘 WD 北海道 石郷岡雅樹　新冠町 4 牝 鹿 キズナ ホットマンボ ホシムスメ 2020.7.12函館

WD 18 茨城県 中島トニアシュタール 川野　剛 シークレットアイズ WD 北海道 ノーザンファーム　安平町 5 ｾﾝ 黒鹿 ディープインパクト ジョリージョコンド シークレットアイズ 2021.8.7函館

合計得点率が同点の場合は、3人の審判員の中央値の高い者が上位
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