
第６回 JRAジャパンブリーディングホースショー 

開催日 2014年 11月 29 日(土)～30 日(日) 

 

第１競技 90cm クラス 
 

順位 選手名 馬名 所属 総減点 総タイム 

第１位 玉城愛子 オーロラオジョー 小山乗馬倶楽部大沼 0 55.56 

第２位 吉澤和紘 プレイ JRA競馬学校 0 55.64 

第３位 菅原洸太 マルブツクロス JRA中山競馬場 0 56.23 

第４位 田中奈津乃 スーパーソニック 東京農業大学馬術部 0 57.16 

第５位 増山治夫 ワイルドスワン 小山乗馬倶楽部大沼 0 57.28 

第６位 山守慎二 パスカル JRA馬事公苑 0 57.75 

第７位 中込絹子 アルバートル 東京農業大学馬術部 0 58.33 

第８位 小塩篤史 デイライト JRA競馬学校 0 59.71 

第９位 山下美友 ブラックファルコン 八ヶ岳乗馬会 0 60.18 

第 10位 大澤佳純 アイシングラ― 早稲田大学馬術部 0 60.99 

      

第 17位 渡邊春菜 グリーヴァ 東京農業大学馬術部 0 64.76 

第 19位 服部真緒 スーパーソニック 東京農業大学馬術部 0 65.81 

第 27位 大野周 トウカイシンボル 東京農業大学馬術部 4 54.88 

第 34位 佐竹宏太 グリーヴァ 東京農業大学馬術部 4 62.65 

※なお、太字は本馬術部の部員となっております。 

 

第２競技 100cmクラス 
順位 選手名 馬名 所属 総減点 総タイム 

第１位 吉澤和紘 ヤマヒサケータ JRA競馬学校 0 57.45 

第２位 増田真七海 スーパーロッキー 上田乗馬倶楽部 0 59.39 

第３位 山守慎二 パスカル JRA馬事公苑 0 61.08 

第４位 日高萌 リオネル 法政大学馬術部 0 63.31 

第５位 増山誠倫 ソプラノ 小山乗馬クラブ 0 64.85 

第６位 大町彩花 ルビウス 弦巻騎道スポーツ少年団 0 68.54 

第７位 柿崎絵理 麻葵 麻布大学馬術部 0 69.01 

第８位 石井李佳 クロフジ 弦巻騎道スポーツ少年団 0 70.44 

第９位 増田真七海 ザ・ムーシュ 上田乗馬倶楽部 4 51.60 

第 10位 細矢尚志 マッハジュウクン JRA競馬学校 4 57.09 

      



第 14位 吉田匡慶 ル・シェール 東京農業大学馬術部 4 67.21 

第 18位 大野周 ル・シェール 東京農業大学馬術部 8 62.93 

第 27位 中込潔人 アルバートル 東京農業大学馬術部 12 57.97 

第 29位 吉田匡慶 ヒーローブラッサム 東京農業大学馬術部 12 63.10 

Ｅ 大野周 ランヘランバ 東京農業大学馬術部  ２反Ｅ 

※なお、太字は本馬術部の部員となっております。 

 

第４競技 100cmクラス 
順位 選手名 馬名 所属 総減点 総タイム 

第１位 増田真七海 ザ・ムーシュ 上田乗馬倶楽部 0 47.95 

第２位 横山武史 ヤマヒサケータ JRA競馬学校 0 48.69 

第３位 武藤雅 ヤマヒサケータ JRA競馬学校 0 49.65 

第４位 岩田英利久 アメイズリー JRA競馬学校 0 49.96 

第５位 石井李佳 クロフジ 弦巻騎道スポーツ少年団 0 50.34 

第６位 北垣果林 クロフジ 弦巻騎道スポーツ少年団 0 50.41 

第７位 玉井優 パトリックス JRA競馬学校 0 51.31 

第８位 菅原洸太 マルブツクロス JRA中山競馬場 0 51.59 

第９位 髙野華 アルバートル 東京農業大学馬術部 0 51.72 

第 10位 山守慎二 パスカル JRA馬事公苑 0 52.20 

      

第 16位 渡邊春菜 グリーヴァ 東京農業大学馬術部 0 55.10 

第 38位 田中奈津乃 スーパーソニック 東京農業大学馬術部 4 57.46 

第 39位 佐竹宏太 グリーヴァ 東京農業大学馬術部 4 57.79 

第 42位 服部真緒 ヒーローブラッサム 東京農業大学馬術部 4 61.34 

第 58位 吉田匡慶 ル・シェール 東京農業大学馬術部 12 80.32 

※なお、太字は本馬術部の部員となっております。 

 

第 5競技 110cm クラス 
順位 選手名 馬名 所属 総減点 総タイム 

第１位 日高萌 リオネル 法政大学馬術部 0 50.85 

第２位 増田真七海 ザ・ムーシュ 上田乗馬倶楽部 0 51.00 

第３位 宇賀神綾 アミフジスペシャル 小山乗馬倶楽部 0 53.53 

      

第 21位 吉田匡慶 ヒーローブラッサム 東京農業大学馬術部 12 73.36 

第 23位 吉田匡慶 ル・シェール 東京農業大学馬術部 20 72.66 

※なお、太字は本馬術部の部員となっております。 

 


