
第 90回関東学生馬術選手権大会 
開催地：御殿場市馬術・スポーツセンター 

開催日：2018年 5月 11日(金)～13日(日) 

 

全結果 

順位 選手名 大学名 

第 1位 古野博人 日本大学 

第 2位 名倉賢人 日本大学 

第 3位 近藤直人 専修大学 

第 4位 磯野太 日本大学 

第 5位 高橋駿人 慶應義塾大学 

第 6位 吉永一篤 日本大学 

第 7位 惣田雄一 専修大学 

第 8位 中西由宇 専修大学 

第 9位 浜中健人 明治大学 

第 10位 有賀翔 日本大学 

第 11位 榮拓樹 明治大学 

第 12位 山下大輝 早稲田大学 

第 13位 鵜飼勇希 東京農業大学 

 

5月 11日(金) 

1 回戦 障害飛越競技 

順位 選手名 馬匹名 大学名 加算タイム 総タイム 

第 1位 高橋駿人 慶紗 慶應義塾大学 0.00 60.94 

第 2位 山下大輝 稲太郎 早稲田大学 0.00 66.27 

第 3位 吉永一篤 桜照 日本大学 0.00 66.63 

第 9位 澤瀬大貴 スーパーソニック 東京農業大学 4.00 67.41 

第 12位 鵜飼勇希 ホーリープレインチパラ 東京農業大学 4.00 68.44 

第 18位 林大地 ランヘランバ 東京農業大学 12.00 68.46 

第 22位 深水翔平 ホーリープレインチパラ 東京農業大学 4.00 85.16 

第 24位 南部七輝 ルパン Jr. 東京農業大学 8.00 86.81 

 

※上位 32 名が 2回戦進出 

  



 

2 回戦 部班競技 

順位 選手名 馬匹名 大学名 平均得点 

第 1位 名倉賢人 桜灯 日本大学 46.0 

第 2位 近藤直人 ブルーデザフィーオ 専修大学 44.5 

第 3位 古野博人 桜灯 日本大学 44.1 

第 12位 鵜飼勇希 ル･シェール 東京農業大学 39.4 

第 21位 深水翔平 ヒーローブラッサム 東京農業大学 35.8 

第 22位 澤瀬大貴 ル･シェール 東京農業大学 34.6 

第 24位 林大地 ランヘランバ 東京農業大学 35.5 

第 25位 南部七輝 ヒーローブラッサム 東京農業大学 31.6 

 

1・2 回戦 合同結果 

順位 選手名 大学名 1回戦順位 2回戦順位 合計順位 

第 1位 高橋駿人 慶應義塾大学 1 5 6 

第 2位 近藤直人 専修大学 6 2 8 

第 3位 吉野博人 日本大学 7 3  10 

第 12位 鵜飼勇希 東京農業大学 12 12 24 

第 17位 澤瀬大貴 東京農業大学 9 22 30 

第 18位 林大地 東京農業大学 18 24 42 

第 22位 深水翔平 東京農業大学 22 21 43 

第 24位 南部七輝 東京農業大学 24 25 49 

 

※上位 16 名が 3回戦進出 

※合計順位同点の場合は 2回戦順位上位の者を上位とする 

 

 

5月 12日（土） 

三回戦 馬場馬術競技 

ﾌﾞﾛｯｸ 選手名 大学名 馬名 平均得点率 通過 

D 
高橋駿人 慶應義塾大学 

ダイナ(農工) 
62.894％ ○ 

鵜飼勇希 東京農業大学 60.877％  

 

  



第 62回関東学生馬術女子選手権大会 
開催日：2018年 5月 11日(金)～13日(日) 

開催地：御殿場市馬術・スポーツセンター 

 

5月 11日(金) 

1 回戦 障害飛越競技 

順位 選手名 馬匹名 大学名 加算タイム 総タイム 

第 1位 近藤舞宝 フェアリー･カレ 専修大学 0.00 61.97 

第 2位 石山晴茄 タニノマティーニ 早稲田大学 0.00 64.65 

第 3位 衛藤みのり 法泉 法政大学 0.00 64.67 

第 11位 福島ひとみ スーパーソニック 東京農業大学 0.00 59.89 

 

                               ※上位 32名が 2回戦進出 

 

2 回戦 部班競技 

順位 選手名 馬匹名 大学名 平均得点 

第 1位 近藤舞宝 ジェントリーラック 専修大学 43.63 

第 2位 松井久実 桜雅 日本大学 43.13 

第 3位 永末奈々 ジェントリーラック 専修大学 42.38 

第 23位 福島ひとみ ランヘランバ 東京農業大学 37.00 

 

1・2 回戦 合同結果 

順位 選手名 大学名 一回戦順位 二回戦順位 合計順位 

第 1位 近藤舞宝 専修大学 1 1 2 

第 2位 藤岡彩美 日本大学 4 5 9 

第 3位 横山琴子 専修大学 6 12 18 

第 20位 福島ひとみ 東京農業大学 11 23 34 

 

※上位 16 名が 3回戦進出 

  



第 71回都民体育大会 馬術競技 
開催日：2018年 5月 12日(土)～13日(日) 

開催地：御殿場市馬術・スポーツセンター 

 

5月 12日(土) 

第 3 競技 女子障碍飛越競技 

順位 選手名 馬匹名 所属 総減点 所要タイム 

第 1位 佐藤もも アッパーエンド 八王子市 0 55.28 

第 2位 山口ありさ 稲翼 西東京市 0 61.06 

第 3位 藤田麻友子(H16) ホーリープレインチパラ 港区 4 60.10 

 

第 4 競技 男子障碍飛越競技 

順位 選手名 馬匹名 所属 総減点 所要タイム 

第 1位 山下大輝 稲太郎 西東京市 0 52.67 

第 2位 住岡崇 アッパーエンド 八王子市 0 55.28 

第 3位 大野周(H25) ヒーローブラッサム 世田谷区 0 55.37 

第 5位 原口修(S63) ルパン Jr. 狛江市 4 57.59 

― 林大地 ランヘランバ 世田谷区 4 58.97 

 

  



 

5月 13日(日) 

第 1 競技 女子馬場馬術競技 

順位 選手名 馬匹名 所属 最終得点率 

第 1位 藤田麻友子(H16) ル･シェール 港区 60.964％ 

第 2位 関口茉莉恵 東冠 江東区 60.877％ 

第 3位 原田みなみ 東冠 三鷹市 60.614％ 

 

第 2 競技 男子馬場馬術競技 

順位 選手名 馬匹名 所属 最終得点率 

第 1位 大野周(H25) ル･シェール 世田谷区 61.333％ 

第 2位 児玉彰 稲俊 西東京市 60.400％ 

第 3位 原口修(S63) ランヘランバ 狛江市 60.200％ 

 

第 6 競技 ジムカーナー(男子) 

順位 選手名 馬匹名 所属 所要タイム 

第 1位 北嶋守 桜雅 大田区 51.25 

第 2位 木村雄飛 スーパーソニック 世田谷区 53.96 

第 3位 佐野冬樹 スープル 目黒区 55.61 

 

 

 


