
第 86回関東学生馬術選手権大会 

第 58回関東学生馬術女子選手権大会 
開催日:2014.5.30(金)～6.1(日) 

 

～選手権大会結果～ 

選手権１回戦（障碍飛越競技 110cm） 

第１位 小澤 和紀（慶應義塾大学）・カトゥーシャ ０ 59.31秒 

第２位 中村 幸喜（明治大学）・ルーナ ０ 59.34秒 

第３位 吉田 匡慶（東京農業大学）・スーパーソニック ０ 59.96秒 

 

第４位 鷺坂 総宏（東京農業大学）・グリーヴァ ０ 63.53秒 

第１４位 和田 健太郎（東京農業大学）・スーパーソニック －４ 59.52秒 

第１７位 下田 瑞生（東京農業大学）・グリーヴァ －４ 64.73 秒 

 

※上位３２名の選手が２回戦進出 

 

 

選手権２回戦（部班競技） 

第１位 松本 譲（日本大学）・桜翔 85.8 

第２位 菅原 健太郎（日本大学）・桜灯 84.8 

第３位 小澤 和紀（慶應義塾大学）・慶芳 80.5 

 

第１６位 吉田 匡慶（東京農業大学）・チャンピオンパワー 73.0 

第２１位 鷺坂 総宏（東京農業大学）・ショウナンアルバ 70.0 

第２２位 下田 瑞生（東京農業大学）・テリーブ・ラック 69.0 

第２６位 和田 健太郎（東京農業大学）・ショウナンアルバ 67.5 

 

 

 



選手権１・２回戦合同結果 

第１位 小澤 和紀（慶應義塾大学） 

第２位 中村 幸喜（明治大学） 

第３位 松本 譲（日本大学） 

 

第７位 吉田 匡慶（東京農業大学） 

第１２位 鷺坂 総宏（東京農業大学） 

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

第２１位 下田 瑞生（東京農業大学） 

第２２位 和田 健太郎（東京農業大学） 

 

※上位１６名の選手が３回戦進出 

 

 

選手権 ３回戦結果 

 

 

 

選手権 準々決勝結果 

 

 

 

 

 

 

選手権 準決勝結果 

 

出番 馬名 H:音道 C:加藤 M:大町 総得点

吉田匡慶 東京農業 1 1 131 131 139.5 401.5

菅原権太郎 日本 2 3 126.5 130 136.5 393

出番 馬名 タイム タイム減点 障害減点 総減点

5 ２反E 71 220 291 110.5 ○

1 ２反E 71 270 341 52.0
白眉山

２種目総得点 通過

M

障害

希桜

馬場
ブロック 選手名 大学名 学年

ブロック 馬名 出番 選手名 学年 大学名 H:大貫 C:安岡 M:音道 総得点 通過

11 吉田匡慶 1 東京農業 114.5 119.5 117 351 ○
15 鷺坂総宏 3 東京農業 107.5 115.5 120.5 343.5

G サリー(専修大学)

出番 馬名 H:大貫 C:安岡 M:音道 総得点

香田彬彦 4 明治大学 4 － － － 0
吉田匡慶 1 東京農業 8 121 128 123.5 372.5

出番 馬名 タイム タイム減点 障害減点 総減点

12 75.5 5 10 15 -15
4 70.7 0 20 20 352.5 ○

通過
障害

ベンチャーナイン

馬場

東彗

２種目総得点

L

ブロック 選手名 学年 大学名



選手権 決勝結果 

 

 

選手権総合結果 

第１位 松本 譲（日本大学） 

第２位 吉田 匡慶（東京農業大学） 

第３位 中村 幸喜（明治大学） 

 

第１４位 鷺坂 総宏（東京農業大学） 

第２１位 下田 瑞生（東京農業大学） 

第２２位 和田 健太郎（東京農業大学） 

  

出番 馬名 H:大貫 C:児玉 B:加藤 総得点

吉田匡慶 東京農業 1 1 120 121 120.5 361.5
松本譲 日本 2 3 125 125 132.5 382.5

出番 馬名 タイム タイム減点 障害減点 総減点

3 72.12 0.5 15 15.5 346.0
1 75.11 0 5 5 377.5 ○

東鷹

障害
２種目総得点 優勝

ソレイユドゥヴァン

選手名 大学名 学年
馬場



 

～女子選手権大会結果～ 

女子選手権１回戦（障碍飛越競技 100cm） 

第１位 三浦 里菜（法政大学）・ダブルクロス ０ 63.52秒 

第２位 吉野 真珠美（東海大学）・ポッドクイーン ０ 65.13秒 

第３位 窪田 凪沙（東海大学）・ポッドクイーン ０ 65.68秒 

 

第２９位 服部 真緒（東京農業大学）・アレックスＣ －８ 63.12秒 

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

第３５位 立野 はるか（東京農業大学）・アレックスＣ －１２ 70.85秒 

 

※上位３２名の選手が２回戦進出 

 

 

女子選手権２回戦（部班競技） 

第１位 日高 萌（法政大学）・法悠 81.3 

第２位 細川 映里香（日本大学）・桜灯 81.0 

第３位 牧野 はな（明治大学）・明王 80.5 

 

第２６位 服部 真緒（東京農業大学）・テリーブ・ラック 65.8 

 

 

 

女子選手権１・２回戦合同結果 

第１位 安藝 知世（慶応義塾大学） 

第２位 細川 映里香（日本大学） 

第３位 早稲田 和歌子（明治大学） 

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

第３１位 服部 真緒（東京農業大学） 

※上位１６名の選手が３回戦進出 



～オープン競技結果～ 

障碍飛越競技（９０ｃｍ） 

第１位 柿崎 絵理（麻布大学）・麻葵 －１ 72.79秒 

第２位 吉田 匡慶（東京農業大学）・チャンピオンパワー －２ 78.10秒 

第３位 佐竹 宏太（東京農業大学）・ランヘランバ －２ 78.45 秒 

 

第５位 和田 健太郎（東京農業大学）・ル・シェール －４ 70.87秒 

 

 

 

障碍飛越競技（１００ｃｍ） 

第１位 佐島 貴之（麻布大学）・ゲットフルマークス ０ 64.40秒 

第２位 和田 健太郎（東京農業大学）・ホーリープレインチパラ ０ 65.75 秒 

第３位 和田 健太郎（東京農業大学）・ル・シェール ０ 67.05 秒 

 

第４位 吉田 匡慶（東京農業大学）・チャンピオンパワー ０ 68.04秒 

第１０位 佐竹 宏太（東京農業大学）・ランヘランバ －１７ 73.63秒 

 

 

 

障碍飛越競技（１１０ｃｍ） 

第１位 安藝 知世（慶應義塾大学）・ゴールドソーサー －４ 71.25秒 

第２位 小澤 和紀（慶應義塾大学）・カトゥーシャ －５ 74.99秒 

第３位 佐島 貴之（麻布大学）・ゲットフルマークス －１２ 63.40秒 

 

第５位 和田 健太郎（東京農業大学）・ホーリープレインチパラ ゴール後飛越 E 

 

 

 

 


