
主　催　　三重県馬術連盟

主　管　ＮＰＯ法人鈴鹿市馬術協会

三重県馬術連盟
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開催場所　　

第49回中日本馬術大会　兼　２０２２　SUZUKAドレッサージュ

公益社団法人　日本馬術連盟公認
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看 護 師 冨　永　礼　子 濱　地　朋　子

総 務 委 員 長 内　藤　理　絵

ア ナ ウ ン サ ー 水　平　真理子

競技運営委員長（実務責任者） 田　村　雅　史

競技運営委員（計算・記録） 安　藤　拓　夢 坂　野　　誠 藤　井　千　絵
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A面 大　北　紗　羽 藤　川　真里花

豊　田　結　唯 村　上　　颯

B面 小笠原　芽　咲 田　中　梨　瑚

森　　心　花 長谷川　朋　也

C面 水　谷　さ　わ 北　岡　煌　生

大　井　伶　麻 長谷川　朋　也

競　技　会　役　員

競　技　役　員

ー　高田中・高校馬術部　ー



12月10日（土） 開始時間 終了時間 出場者数

A面
（公認） 第5競技 セントジョージ賞典馬場馬術課目 8:00 ～ 9：04 8
（公認） 第6競技 インターメディエイトⅠ馬場馬術課目 9:30 ～ 9：57 3
（公認） 第1競技 馬場馬術競技第3課目A 10:20 ～ 12：29 17
（公認） 第2競技 馬場馬術競技第4課目A 12:45 ～ 14：09 12
（公認） 第3競技 FEIジュニアライダー馬場馬術課目 14:20 ～ 14：47 3
（公認） 第4競技 FEIヤングライダー馬場馬術課目 15:00 ～ 15：18 2

B面 第7競技 馬場馬術競技第3課目A 12：30 ～ 14：46 18
第8競技 馬場馬術競技第4課目A 15：00 ～ 15：35 5

C面 第9競技 馬場馬術競技2課目B 12：00 ～ 13：58 18
第10競技 馬場馬術競技第2課目C 14：15 ～ 15：50 14

開始時間 終了時間 出場者数

A面
（公認） 第15競技 セントジョージ賞典馬場馬術課目 8:00 ～ 8：56 7
（公認） 第16競技 インターメディエイトⅠ馬場馬術課目 9：15 ～ 9：51 4
（公認） 第11競技 馬場馬術競技第3課目B 10：10 ～ 12：05 15
（公認） 第12競技 馬場馬術競技第4課目B 12：20 ～ 13：30 10
（公認） 第13競技 FEIジュニアライダー馬場馬術課目 13：45 ～ 14：12 3
（公認） 第14競技 FEIヤングライダー馬場馬術課目 14：30 ～ 14：48 2

B面 第17競技 馬場馬術競技第3課目A 11：30 ～ 13：36 18
第18競技 馬場馬術競技第4課目A 14：00 ～ 14：28 4

C面 第19競技 馬場馬術競技2課目B 11：30 ～ 13：46 21
第20競技 馬場馬術競技第2課目C 13：55 ～ 15：17 12

Competition　schedule

12月11日（日）



№ 選　手　名 馬　　名 所　　属 得点率 出場目安

1 柘植　和也 ボンジュール 駒立乗馬クラブ 8:00

2 中村　公子 ドン・ラ・カルロス シュタールジーク 8:09

3 可児　淳子 G・フォース 可児乗馬クラブ 8:18

4 川口　政弘 リッチオーネ クレイン恵那 8:27

5 吉村　喜信 ル・ドンSP 福井県馬術連盟 8:36

WD 6 河瀬　孝順 トリトン 乗馬クラブ　ジョイ 8:45

7 牧内　三長 アメイジング シュタールジーク 8:54

8 柘植　和也 ロイヤルフォックス 駒立乗馬クラブ 9:03

№ 選　手　名 馬　　名 所　　属 得点率 出場目安

1 小栁　博彦 バーンシュタイン TEAM KOYANAGI 9:30

2 進藤　義浩 ポムポン ロハスライディングクラブ 9:39

3 中村　公子 ジェームズディーン4 シュタールジーク 9:48

№ 選　手　名 馬　　名 所　　属 得点率 出場目安

1 川口　政弘 キャラメルマキアート クレイン恵那 10:20

2 横川　紫音 ガルデニア クレイン金沢 10:27

3 吉﨑　秀幸 マイソルジャー ラ・シュボーシェ 10:34

4 浦崎　睦 ヴェネツィア （公財）山梨県馬事振興センター 10:41

5 中本　翔也 エトワール シュタールジーク 10:48

6 小峰　大輔 朱鷺桜 クレイン東海 10:55

7 吉田　知子 シュペルミステール クレイン三重 11:02

8 岡田　奈津子 キングファルコン クレイン恵那 11:09

9 横川　紫音 ファーストタッチ クレイン金沢 11:16

10 藤澤　真寿美 グラキエス ロハスライディングクラブ 11:33

11 坂内　紘子 アインザッツ クレイン東海 11:40

12 川口　政弘 ビジュ・アヴニール クレイン恵那 11:47

13 伊藤　壽梨 上弦 HASパロミノポニークラブ 11:54

WD 14 佐藤　昌和 ミカエル ラ・シュボーシェ 12:01

15 中村　公子 メニーナ シュタールジーク 12:08

16 森　美津子 サクラスラート ロハスライディングクラブ 12:15

17 横川　紫音 マイネルトレース クレイン金沢 12:22

A面　　  第5競技　セントジョージ賞典馬場馬術課目

休憩＞

　　第1競技　馬場馬術競技第3課目A

　　第6競技　インターメディエイトⅠ馬場馬術課目



№ 選　手　名 馬　　名 所　　属 得点率 出場目安

1 吉田　知子 ジーニー クレイン三重 12:45

2 進藤　義浩 クリスティーナ ロハスライディングクラブ 12:52

3 杉山　仁美 テイオージャ 福井工業大学馬術部 12:59

4 澤　亜矢美 フィオーレ 乗馬クラブクレイン恵那 13:06

5 横川　紫音 ガルデニア クレイン金沢 13:13

6 栗野　多光恵 ドン・ラ・カルロス シュタールジーク 13:20

7 小塩　涼子 フロリス TEAM KOYANAGI 13:27

8 鈴木　遥菜 ジーノジェロディ ロハスライディングクラブ 13:34

9 吉田　知子 マテンロウビクサス クレイン三重 13:41

10 浦崎　睦 ポラリス （公財）山梨県馬事振興センター 13:48

11 可児　淳子 ディオ・デ・ラクア 可児乗馬クラブ 13:55

12 吉﨑　秀幸 オリフィエル ラ・シュボーシェ 14:02

№ 選　手　名 馬　　名 所　　属 得点率 出場目安

1 土肥　悠真 ラモン340 三重県馬術連盟 14:20

2 濵地　陽菜乃 レディーガガ 高田中・高等学校 14:29

3 土肥　悠真 コスモライキリ 高田中・高等学校 14:38

№ 選　手　名 馬　　名 所　　属 得点率 出場目安

1 鈴木　結初 リッチオーネ クレイン恵那 15:00

2 中尾　真子 ラモン340 三重県馬術連盟 15:09

　　第2競技　馬場馬術競技第4課目A

　　第4競技　FEIヤングライダー馬場馬術課目

　　第3競技　FEIジュニアライダー馬場馬術課目



№ 選　手　名 馬　　名 所　　属 得点率 出場目安

1 鈴木　遥菜 サツマ ロハスライディングクラブ OP 12:30

2 渡邉　京祐 レディーガガ 高田中・高等学校 12:37

3 野中　正樹 ファーストタッチ クレイン金沢 12:44

4 石原　恵理 ブルー クレイン東海 12:51

5 田中　萌 レディーガガ 高田中・高等学校 12:58

6 吉永　真由子 コスモライキリ 高田中・高等学校 13:05

7 岡庭　悠真 レオンカイザー 高田中・高等学校 13:12

8 澤　紀彦 ジーグ・バレンティノ クレイン恵那 13:19

 休憩＞ 9 河口　凛美 コスモライキリ 高田中・高等学校 13:26

WD 10 上川　久美 サクラスラート ロハスライディングクラブ 13:43

11 川口　政弘 パンテール クレイン恵那 OP 13:50

12 山下　泰芽 レオンカイザー 高田中・高等学校 13:57

13 稲垣　二美 イチモンジ クレイン東海 14:04

14 吉川　綾音 ゼンダリン 高田中・高等学校 14:11

15 進藤　義浩 ウイスパー ロハスライディングクラブ OP 14:18

16 武野　達雄 マイネルトレース クレイン金沢 14:25

17 山崎　房子 ジーニー クレイン三重 14:32

18 吉﨑　秀幸 ソラ ラ・シュボーシェ OP 14:39

№ 選　手　名 馬　　名 所　　属 得点率 出場目安

1 大久保　清美 マテンロウビクサス クレイン三重 15:00

2 浜本　利生 フレミングライト 乗馬クラブ　ジョイ 15:07

3 小西　悦子 アデライード シュタールジーク 15:14

4 丸野　義教 ウインストン 乗馬クラブ　ジョイ 15:21

5 角谷　由美 マテンロウビクサス クレイン三重 15:28

B面　　       第7競技　馬場馬術競技第3課目A

　　第8競技　馬場馬術競技第4課目A



№ 選　手　名 馬　　名 所　　属 得点率 出場目安

1 吉田　知子 アメリカントップ クレイン三重 12:00

2 川口　政弘 キングファルコン クレイン恵那 12:06

3 大貫　由芽 キャラメルマキアート クレイン恵那 12:12

4 中谷　敏久 アメリカントップ クレイン三重 12:18

5 竹内　十糸美 オリフィエル ラ・シュボーシェ 12:24

6 中村　きぬ子 ルーチェ 乗馬クラブ　ジョイ 12:30

7 堺　佳代子 マイソルジャー ラ・シュボーシェ 12:36

8 種村　明姫 イチモンジ クレイン東海 12:42

9 佐藤　ちひろ キングファルコン クレイン恵那 13:22

10 吉田　知子 アービンゲイル クレイン三重 13:10

11 山下　真奈美 フォルス ラ・シュボーシェ 13:16

12 中谷　悦子 アービンゲイル クレイン三重 13:22

　 13 大平　珠生 ゼンダリン 高田中・高等学校 13:28

14 平野　熙慧 レオンカイザー 高田中・高等学校 13:34

15 牛田　博代 キャラメルマキアート クレイン恵那 13:40

16 ｎ ソラ ラ・シュボーシェ 13:46

17 吉村　朱織 テイオージャ 福井工業大学馬術部 13:52

18 保田　祥代 クリスティーナ ロハスライディングクラブ 13:58

№ 選　手　名 馬　　名 所　　属 得点率 出場目安

1 井戸　心々海 フィオーレ クレイン恵那 14:15

2 加藤　好美 ゼフィランサス クレイン東海 14:21

3 西岡　弘稀 レオンカイザー 高田中・高等学校 14:27

4 石川　亮 ムーディーブルース 乗馬クラブ　ジョイ 14:33

5 鈴木　遥菜 リンドール ロハスライディングクラブ OP 14:39

6 松村　凛 ゼンダリン 高田中・高等学校 14:45

7 長倉　万桜 レディーガガ 高田中・高等学校 14:51

8 大橋　弘枝 リンドール ロハスライディングクラブ 15:07

WD 9 山碕　三恵子 ブルー クレイン東海 15:13

10 川村　梨夏 フォルス ラ・シュボーシェ 15:19

11 中村　きぬ子 ルーチェ 乗馬クラブ　ジョイ 15:25

12 井波　由佳子 マイネルトレース クレイン金沢 15:31

13 後藤　亮太郎 掃雲 乗馬クラブ　ジョイ 15:37

14 劉　欣 ビエントヌエボー クレイン東海 15:43

C面　　        第9競技　馬場馬術競技2課目B

休憩＞

休憩＞

　　第10競技　馬場馬術競技第2課目C



№ 選　手　名 馬　　名 所　　属 得点率 出場目安

1 柘植　和也 ロイヤルフォックス 駒立乗馬クラブ 8:00

WD 2 河瀬　孝順 トリトン 乗馬クラブ　ジョイ 8:08

3 吉村　喜信 ル・ドンSP 福井県馬術連盟 8:16

4 牧内　三長 アメイジング シュタールジーク 8:24

5 可児　淳子 G・フォース 可児乗馬クラブ 8:42

6 川口　政弘 リッチオーネ クレイン恵那 8:50

7 柘植　和也 ボンジュール 駒立乗馬クラブ 8:58

№ 選　手　名 馬　　名 所　　属 得点率 出場目安

1 吉村　喜信 ル・ドンSP 福井県馬術連盟 9:20

2 小栁　博彦 バーンシュタイン TEAM KOYANAGI 9:29

3 進藤　義浩 ポムポン ロハスライディングクラブ 9:38

4 中村　公子 ジェームズディーン4 シュタールジーク 9:47

№ 選　手　名 馬　　名 所　　属 得点率 出場目安

1 横川　紫音 マイネルトレース クレイン金沢 10:10

2 川口　政弘 ビジュ・アヴニール クレイン恵那 10:17

　　WD 3 佐藤　昌和 ミカエル ラ・シュボーシェ 10:24

4 藤澤　真寿美 グラキエス ロハスライディングクラブ 10:31

5 吉﨑　秀幸 マイソルジャー ラ・シュボーシェ 10:38

6 岡田　奈津子 キングファルコン クレイン恵那 10:45

7 川口　政弘 キャラメルマキアート クレイン恵那 10:52

8 横川　紫音 ファーストタッチ クレイン金沢 11:09

9 森　美津子 サクラスラート ロハスライディングクラブ 11:16

10 中本　翔也 エトワール シュタールジーク 11:23

11 浦崎　睦 ヴェネツィア （公財）山梨県馬事振興センター 11:30

12 中村　公子 メニーナ シュタールジーク 11:37

13 小峰　大輔 朱鷺桜 クレイン東海 11:44

14 澤　亜矢美 フィオーレ クレイン恵那 11:51

15 横川　紫音 ガルデニア クレイン金沢 11:58

休憩＞

休憩＞

A面　　    第15競技　セントジョージ賞典馬場馬術課目

　　第16競技　インターメディエイトⅠ馬場馬術課目

　　第11競技　馬場馬術競技第3課目B

　



№ 選　手　名 馬　　名 所　　属 得点率 出場目安

1 進藤　義浩 クリスティーナ ロハスライディングクラブ 12:20

2 吉田　知子 ジーニー クレイン三重 12:27

3 可児　淳子 ディオ・デ・ラクア 可児乗馬クラブ 12:34

4 横川　紫音 ガルデニア クレイン金沢 12:41

5 栗野　多光恵 ドン・ラ・カルロス シュタールジーク 12:48

6 小塩　涼子 フロリス TEAM KOYANAGI 12:55

7 杉山　仁美 テイオージャ 福井工業大学馬術部 13:02

8 浦崎　睦 ポラリス （公財）山梨県馬事振興センター 13:09

9 鈴木　遥菜 ジーノジェロディ ロハスライディングクラブ 13:16

10 吉﨑　秀幸 オリフィエル ラ・シュボーシェ 13:23

№ 選　手　名 馬　　名 所　　属 得点率 出場目安

1 土肥　悠真 ラモン340 三重県馬術連盟 13:45

2 濵地　陽菜乃 レディーガガ 高田中・高等学校 13:54

3 土肥　悠真 コスモライキリ 高田中・高等学校 14:03

№ 選　手　名 馬　　名 所　　属 得点率 出場目安

1 中尾　真子 ラモン340 三重県馬術連盟 14:30

2 鈴木　結初 リッチオーネ クレイン恵那 14:39

　　第12競技　馬場馬術競技第4課目B

　　第13競技　FEIジュニアライダー馬場馬術課目

　　第14競技　FEIヤングライダー馬場馬術課目



№ 選　手　名 馬　　名 所　　属 得点率 出場目安

　　WD 1 上川　久美 サクラスラート ロハスライディングクラブ OP 11:30

2 吉﨑　秀幸 ソラ ラ・シュボーシェ OP 11:37

3 鈴木　遥菜 サツマ ロハスライディングクラブ OP 11:44

4 渡邉　京祐 レディーガガ 高田中・高等学校 11:51

5 石原　恵理 ブルー クレイン東海 11:58

6 吉永　真由子 コスモライキリ 高田中・高等学校 12:05

7 澤　紀彦 ジーグ・バレンティノ クレイン恵那 12:12

8 岡庭　悠真 レオンカイザー 高田中・高等学校 12:19

9 田中　萌 レディーガガ 高田中・高等学校 12:26

10 山下　泰芽 レオンカイザー 高田中・高等学校 12:43

11 稲垣　二美 イチモンジ クレイン東海 12:50

12 山崎　房子 ジーニー クレイン三重 12:57

13 武野　達雄 マイネルトレース クレイン金沢 13:04

14 野中　正樹 ファーストタッチ クレイン金沢 13:11

15 坂内　紘子 アインザッツ クレイン東海 13:18

16 吉川　綾音 ゼンダリン 高田中・高等学校 13:25

17 河口　凛美 コスモライキリ 高田中・高等学校 13:32

18 進藤　義浩 ウイスパー ロハスライディングクラブ OP 13:39

№ 選　手　名 馬　　名 所　　属 得点率 出場目安

1 角谷　由美 マテンロウビクサス クレイン三重 14:00

2 小西　悦子 アデライード シュタールジーク 14:07

3 浜本　利生 フレミングライト 乗馬クラブ　ジョイ 14:14

4 大久保　清美 マテンロウビクサス クレイン三重 14:21

B面　　      第17競技　馬場馬術競技第3課目A
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　　第18競技　馬場馬術競技第4課目A



№ 選　手　名 馬　　名 所　　属 得点率 出場目安

1 吉田　知子 アービンゲイル クレイン三重 11:30

2 山下　真奈美 フォルス ラ・シュボーシェ 11:36

3 大貫　由芽 キャラメルマキアート クレイン恵那 11:42

4 中谷　悦子 アービンゲイル クレイン三重 11:48

5 川口　政弘 パンテール クレイン恵那 11:54

6 前川　澄子 ソラ ラ・シュボーシェ 12:00

7 岡田　奈津子 パンテール クレイン恵那 12:06

8 吉﨑　秀幸 ララ ラ・シュボーシェ OP 12:12

9 種村　明姫 イチモンジ クレイン東海 12:18

10 川口　政弘 キングファルコン クレイン恵那 12:34

11 堺　佳代子 マイソルジャー ラ・シュボーシェ 12:40

12 藤澤　真寿美 ジーノジェロディ ロハスライディングクラブ 12:46

13 竹内　十糸美 オリフィエル ラ・シュボーシェ 12:52

14 大平　珠生 ゼンダリン 高田中・高等学校 12:58

15 牛田　博代 キャラメルマキアート クレイン恵那 13:04

16 家城　直美 フォルス ラ・シュボーシェ 13:10

17 中村　きぬ子 ルーチェ 乗馬クラブ　ジョイ 13:16

18 佐藤　ちひろ キングファルコン クレイン恵那 13:22

19 平野　熙慧 レオンカイザー 高田中・高等学校 13:28

20 吉村　朱織 テイオージャ 福井県馬術連盟 13:34

21 中谷　敏久 アメリカントップ クレイン三重 13:40

№ 選　手　名 馬　　名 所　　属 得点率 出場目安

1 後藤　亮太郎 掃雲 乗馬クラブ　ジョイ 13:55

2 山碕　三恵子 ブルー クレイン東海 14:01

3 西岡　弘稀 レオンカイザー 高田中・高等学校 14:07

4 中村　きぬ子 ルーチェ 乗馬クラブ　ジョイ 14:13

5 長倉　万桜 レディーガガ 高田中・高等学校 14:19

6 保田　祥代 クリスティーナ ロハスライディングクラブ 14:25

7 劉　欣 ビエントヌエボー クレイン東海 14:41

8 川村　梨夏 フォルス ラ・シュボーシェ 14:47

9 大橋　弘枝 リンドール ロハスライディングクラブ 14:53

10 松村　凛 ゼンダリン 高田中・高等学校 14:59

11 石川　亮 ムーディーブルース 乗馬クラブ　ジョイ 15:05

12 井戸　心々海 フィオーレ クレイン恵那 15:11

13 加藤　好美 ゼフィランサス クレイン東海

＜休憩

＜休憩

C面　　　　　第19競技　馬場馬術競技2課目B
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