
東都学生馬術大会 結果 

開催日：2014年 4月 11日～13日 

団体総合 

第１位 日本大学 

第２位 東京農業大学 

第３位 専修大学 

 

 

第１競技 東都トーナメント 

団体結果 

第１位 専修大学          最優秀選手 青柳創也(専修大学) 

第２位 日本大学          優秀選手 牧野寛汰(日本大学) 

第３位 日本獣医生命科学大学         安東舞奈美(日本獣医生命科学大学) 

 

第１回戦 第４試合 
大学 選手名 馬名 タイム 減点 総減点 タイム 選手名 馬名 大学

栗山　一樹 ル・シェール 64.47 0 ○ 7 78.05 森　一紀 湖風

吉田　匡慶 ヒーローブラッサム 61.91 0 ○ 5 69.95 大蔵　泰寛 颯

和田　健太郎 ランヘランバ 65.91 0 ○ 0 67.22 宮原　舜介 春一番

佐竹　宏太 ショウナンアルバ 3反Ｅ 134 ○ 4 65.92 原田　大地 三九九王
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東京農業大学 勝ち点３ 対 東京農工大学 勝ち点１ により 東京農業大学の勝ち 

 

準決勝 
大学 選手名 馬名 タイム 減点 総減点 タイム 選手名 馬名 大学

栗山　一樹 ル・シェール 60.2 4 ○ 0 55.06 松本　譲 桜閃

吉田　匡慶 ヒーローブラッサム 61.06 12 ○ 0 59.79 山田　祥貴 桜宗

和田　健太郎 ランヘランバ 89.21 26 ○ 4 66.92 山本　ジョナ 桜雷

服部　真緒 アレックスＣ 66.13 16 ○ 0 67.92 牧野　寛汰 桜魂
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東京農業大学 勝ち点０ 対 日本大学 勝ち点４ により 日本大学の勝ち 

 

 

第２競技 一般障害飛越競技 

団体結果 

第１位 日本大学 

第２位 東京農業大学 

第３位 青山学院大学 

第４位 学習院大学 

 



個人結果 

第１位 伊藤茉里(日本大学)・桜恋 ０ 

第２位 折原冬弥(日本大学)・桜孫 ０ 

第３位 沖廣諒一(日本大学)・桜鎧 ０ 

第４位 伊藤さら(日本大学)・桜閃 ０ 

第５位 梁景太(青山学院大学)・ブルージアーナ －４ 

第６位 森彩香(日本大学)・桜里 －８ 

-------------------- 

第７位 中嶋遼(東京農業大学)・グリーヴァ －８ 

第９位 下田瑞生(東京農業大学)・アルバートル －12 

第 10位 服部真緒(東京農業大学)・アレックスＣ －12 

 Ｅ  立野はるか(東京農業大学)・スーパーソニック 落馬失権 

 

 

第３競技 新人障害馬術競技 

団体結果 

第１位 日本大学 

第２位 専修大学 

第３位 東京農業大学 

第４位 東京農工大学 

第５位 青山学院大学 

 

個人結果 

第１位 可児太亮(日本大学)・桜孫 ０ 

第２位 渡邉瑞生(日本大学)・桜飛 ０ 

第３位 山本開智(専修大学)・ソレイユドゥヴァン ０ 

第４位 吉田匡慶(東京農業大学)・グリーヴァ ０ 

第５位 斉藤景太(専修大学)・ボサノバ ０ 

第６位 小林将大(青山学院大学)・マリンブルー ０ 

-------------------- 

第 10位 和田健太郎(東京農業大学)・スーパーソニック －４ 

第 14位 深作友哉(東京農業大学)・アレックスＣ －１２ 

第 15位 富園真伍(東京農業大学)・アルバートル －１２ 

 

 

第５競技 複合馬術競技 

団体結果 

第１位 専修大学 

第２位 日本大学 

第３位 東京農業大学 



 

個人結果 

第１位 二川祥(専修大学)・ラスベガス  －56.9 

第２位 宮野将太郎(日本大学)・桜将  －64.4 

第３位 沖廣諒一(日本大学)・桜隼  －67.3 

第４位 斉藤景太(専修大学)・エイムライト  －69.6 

第５位 山本開智(専修大学)・ゴールドスター  －73.5 

第６位 吉田匡慶(東京農業大学)・グリーヴァ  －73.8 

------------------------------------------------ 

第 10位 和田健太郎(東京農業大学)・スーパーソニック  －83.5 

第 11位 服部真緒(東京農業大学)・アレックス C  －85.2 

 Ｅ  栗山一樹(東京農業大学)・アルバートル  人馬転失権 

 

 

 

第６競技 新人馬場馬術競技 

団体結果 

第１位 日本大学 

第２位 日本獣医生命科学大学 

第３位 東京農業大学 

 

個人結果 

第１位 竹内千夏(日本大学)・桜灯 67.011% 

第２位 菅原権太郎(日本大学)・桜檎 66.896% 

第３位 佐藤伸太郎(青山学院)・プチブルー 61.896% 

第４位 吉田匡慶(東京農業大学)・ヒーローブラッサム 60.114% 

第５位 大當祥貴(専修大学)・ブルーデザフィーオ 59.482% 

第６位 伊藤茉里(日本大学)・桜里 59.310% 

------------------------------------------------ 

第 12位 栗山一樹(東京農業大学)・ショウナンアルバ 54.022% 

第 15位 服部真緒(東京農業大学)・テリーブ・ラック 49.482% 

 

 

 

 

 

 

 



第７競技 オープン馬場馬術 

第１位 窪田凪沙(東海大学)・ポッドクイーン 59.710% 

第２位 窪田凪沙(東海大学)・海雅 56.960% 

第３位 安田聡志(東京大学)・東彗 56.960% 

第４位 田中奈津乃(東京農業大学)・テリーブ・ラック 56.570% 

第５位 青莉紗子(東京農工大学)・悠風 56.370% 

第６位 渡邊春菜(東京農業大学)・ショウナンアルバ 53.140% 

------------------------------------------------ 

第７位 岩永みちる(東京農業大学)・テリーブ・ラック 51.570% 

第８位 安東まゆり(東京農業大学)・テリーブ・ラック 50.880% 

 Ｅ  堀尾俊太(東京農業大学)・ラッシュザワーク 反抗２０秒失権 

 

 

 

第８競技 標準障害馬術競技 

団体結果 

第１位 専修大学 

第２位 東京農業大学 

第３位 日本大学 

 

個人結果 

JUMP OFF 

第１位 見目瑛(専修大学)・ボサノバ －０ (JUMP OFF －０) 

第２位 和田健太郎(東京農業大学)・スーパーソニック －０ (JUMP OFF －１７) 

第３位 山本開智(専修大学)・ソレイユドゥヴァン －４ 

第４位 松本譲(日本大学)・桜閃 －４ 

第５位 丹野里香(青山学院大学)・ブルージアーナ －４ 

第６位 吉田匡慶(東京農業大学)・グリーヴァ －４ 

------------------------------------------------ 

第 13位 服部真緒(東京農業大学)・アレックス C －２２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第６回 レースホースカップ 

第１位 山本開智(専修大学)・ソレイユドゥヴァン －０ (JUMP OFF －０ 43.57秒) 

第２位 柿崎絵理(麻布大学)・麻葵 －０ (JUMP OFF －０ 49.91秒) 

第３位 五十嵐裕哉(早稲田大学)・稲玄 －１ 

第４位 和田拓磨(東京大学)・東桑 －４ 

第５位 日高萌(法政大学)・リオネル －４ 

第６位 折原冬弥(日本大学)・桜孫 －４ 

------------------------------------------------ 

第９位 吉田匡慶(東京農業大学)・ヒーローブラッサム －１２ 

第 10位 栗山一樹(東京農業大学)・ル・シェール －１６ 

 Ｅ  和田健太郎(東京農業大学)・ランヘランバ  障害間 45秒失権 

 Ｅ  佐竹宏太(東京農業大学)・ショウナンアルバ  3反抗失権 


