
出番 選手名 馬名 所属
1 石丸 千愛季 コルヴスⅢ 京都産業大学馬術部
2 吉瀬 瑞葵 龍舞 立命館大学馬術部
3 大西 諒 京飛梅 京都大学
4 菊地 富太 ジェミニ 京都産業大学馬術部
5 寒川 綾乃 京皐月 京都大学
6 山内 海優 ゴールドコースト 京都産業大学馬術部
7 平野  獏 フェイバータッチ 京都大学
8 伊藤 沙耶 ヴァルゴ 金城学院大学馬術部
9 加藤 ふみ トルバドゥール 京都大学
10 味岡 桃子 ヘヴンリィ 金城学院大学馬術部

第1競技　㈱ワールドマーケット・ジョッパーズ杯－JEF馬場馬術競技L1課目2013

8時00分　 開始予定



出番 選手名 馬名 所属
1 井原 万道 ブオーテス 京都産業大学馬術部
2 毛利 優菜 龍舞 立命館大学馬術部
3 岡本 将志 晴嵐 京都大学
4 浪花 岩雄 サンライズキング 琵琶湖乗馬倶楽部
5 赤羽 日向 メイサ 京都産業大学馬術部
6 中島 佳奈 フロストフラワー 京都大学
7 今福 宏司 サンライズキング 琵琶湖乗馬倶楽部
8 荒川 智晴 ヘヴンリィ 京都産業大学馬術部
9 紙山 莉帆 アイリ 京都大学
10 笹岡 美穂子 ヴァルゴ 和駿会
11 長島 千都 鞠小路 京都大学
12 楠 亜美 ジャリスコ・アナヴァン 和駿会
13 河合 真穂 京皐月 京都大学
14 田中 知葉 フェイバータッチ 京都大学
15 竹下 清人 キャンベラ 京都大学

第2競技　JEF馬場馬術競技A2課目2013

8時00分　開始予定



出番 選手名 馬名 所属
1 浜田 美里 アイリ 京都大学
2 井上 心 パシフィア 京都大学

第3競技　FEI総合馬術競技1スター2018馬場馬術課目

9時50分　開始予定



出番 選手名 馬名 所属
1 湊 亮佑 トルバドゥール 京都大学

第4競技　学生馬術選手権馬場課目 2018

10時00分　開始予定



出番 選手名 馬名 所属
1 赤羽 日向 メイサ 京都産業大学(A)
1 竹谷 紘 ブオーテス 京都産業大学(A)
1 荒川 智晴 ヘヴンリィ 京都産業大学(A)
1 山畠 龍一郎 コルヴスⅢ 京都産業大学(A)
1 菊地 富太 ジェミニ 京都産業大学(A)
2 打田 弥生 トウカイエクセル 琵琶湖乗馬倶楽部(A)
2 浪花 岩雄 サンライズキング 琵琶湖乗馬倶楽部(A)
2 今福 宏司 グリーンプレシャー 琵琶湖乗馬倶楽部(A)
2 西川 聡美 ロングバビロン 琵琶湖乗馬倶楽部(A)
3 杉本 美乃 ブルーアース 京都産業大学(B)
3 小仲 優衣 ラインレグルス 京都産業大学(B)
3 殿村 雅子 ヴァルゴ 京都産業大学(B)
3 井原 万道 ジャリスコ・アナヴァン 京都産業大学(B)
3 山内 海優 ゴールドコースト 京都産業大学(B)
4 高瀬 瑛隆 トウカイエクセル 琵琶湖乗馬倶楽部(B)
4 松岡 遼 サンライズキング 琵琶湖乗馬倶楽部(B)
4 庄山 輝紗 グリーンプレシャー 琵琶湖乗馬倶楽部(B)
4 糟谷 崚介 ロングバビロン 琵琶湖乗馬倶楽部(B)
4 馬場 宥透 ヒコーキグモ 琵琶湖乗馬倶楽部(B)

第5競技　日本農産工業株式会社・株式会社津田商店杯－部班競技

10時10分　開始予定



出番 選手名 馬名 所属
1 小西 凌太郎 ジェミニ 京都産業大学馬術部
2 毛利 優菜 龍咲 立命館大学馬術部
3 田中 元隆 フロストフラワー 京都大学
4 八田 浩二 カドッチ 京都乗馬クラブ
5 高田 修 ロングバビロン 琵琶湖乗馬倶楽部
6 山内 海優 アルフェラッツ 京都産業大学馬術部
7 高橋 彩音 駒王丸 京都大学
8 辰乙 良昭 カドッチ 京都乗馬クラブ
9 高田 修 トウカイエクセル 琵琶湖乗馬倶楽部
10 井原 万道 ブオーテス 京都産業大学馬術部
11 井上 心 パシフィア 京都大学
12 戸上 登記子 カドッチ 京都乗馬クラブ
13 高瀬 瑛隆 ロングバビロン 琵琶湖乗馬倶楽部
14 荒川 智晴 ジャリスコ・アナヴァン 京都産業大学馬術部
15 松田 樹生也 鞠小路 京都大学
16 糟谷 崚介 トウカイエクセル 琵琶湖乗馬倶楽部
17 赤羽 日向 メイサ 京都産業大学馬術部
18 宇野 大輝 パシフィア 京都大学

第6競技　京都府馬術連盟会長・千玄室杯－小障害飛越競技C

11時55分　開始予定



出番 選手名 馬名 所属
1 小西 凌太郎 ジェミニ 京都産業大学馬術部
2 北村 研人 レイトブルーマー 京都大学馬術部
3 石丸 千愛季 ゴールドコースト 京都産業大学馬術部
4 水島 和也 キャンベラ 京都大学馬術部
5 岩下 直斗 ラインレグルス 京都産業大学馬術部
6 原田 尚青 クー・シー 京都産業大学馬術部
7 山内 海優 アルフェラッツ 京都産業大学馬術部

第7競技　有限会社徳山産業杯－小障害飛越競技A

13時10分　開始予定



出番 選手名 馬名 所属
1 吉川 郁人 龍咲 立命館大学馬術部
2 北村 研人 レイトブルーマー 京都大学
3 岩下 直斗 ラインレグルス 京都産業大学
4 山畠 龍一郎 ゴールドコースト 京都産業大学

第8競技　中障害飛越競技D

14時00分　開始予定



出番 選手名 馬名 所属
1 杉本 美乃 ジャリスコ・アナヴァン 京都産業大学馬術部
2 中島 佳奈 レイトブルーマー 京都大学馬術部
3 浪花 岩雄 ヒコーキグモ 琵琶湖乗馬倶楽部
4 小仲 優衣 ラインレグルス 京都産業大学馬術部
5 竹谷 紘 ブオーテス 京都産業大学馬術部
6 殿村 雅子 メイサ 京都産業大学馬術部

第9競技　近畿地区乗馬団体協議会会長・千玄室杯－ノービス障害飛越競技

14時55分
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