
 

第 91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：2019年 5月 10日(金)～12日(日) 

 

全結果 

順位 選手名 大学名 

第 1位 名倉賢人 日本大学 

第 2位 楠本將斗 日本大学 

第 3位 中込樹 日本大学 

第 4位 高橋義明 明治大学 

第 5位 瀬川裕哉 日本大学 

第 6位 田中宏明 慶應義塾大学 

第 7位 鵜飼勇希 東京農業大学 

第 8位 西野翔 専修大学 

第 9位 吉田光佑 早稲田大学 

第 10位 鹿戸雄翔 明治大学 

第 11位 有賀翔 日本大学 

第 14位 南部七輝 東京農業大学 

 

→11 位までは全日本学生選手権への出場権利を有する 

  



 

5月 10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 吉田光佑 ゾビオン 早稲田大学 4.00 65.76 

第 2位 名倉賢人 桜里 日本大学 0.00 67.71 

第 3位 鹿戸雄翔 プライムローズ M 明治大学 0.00 69.65 

第 6位 南部七輝 ホーリープレインチパラ 東京農業大学 0.00 72.91 

第 10位 鵜飼勇希 ヒーローブラッサム 東京農業大学 0.00 76.22 

第 14位 鈴木大翔 ルパン Jr. 東京農業大学 12.00 80.92 

第 16位 深水翔平 ルパン Jr. 東京農業大学 12.00 82.08 

 

※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 楠本將斗 桜灯 日本大学 46.1 

第 2位 瀬川裕哉 桜里 日本大学 45.2 

第 3位 中込樹 桜灯 日本大学 45.0 

第 11位 鵜飼勇希 ヒーローブラッサム 東京農業大学 41.3 

第 18位 南部七輝 ランヘランバ 東京農業大学 38.0 

第 19位 深水翔平 ル･シェール 東京農業大学 37.5 

第 23位 鈴木大翔 ル･シェール 東京農業大学 33.0 

 

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 中込樹 日本大学 4 3 7 

第 2位 瀬川裕哉 日本大学 7 2 9 

第 3位 田中宏明 慶應義塾大学 8 3 11 

第 10位 鵜飼勇希 東京農業大学 10 11 21 

第 13位 南部七輝 東京農業大学 6 18 24 

第 19位 深水翔平 東京農業大学 16 19 35 

第 20位 鈴木大翔 東京農業大学 14 23 37 

 

※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 11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 

B 
南部七輝 東京農業大学 

温桜(学習院) 
54.824％  

名倉賢人 日本大学 65.614％ ○ 

C 
吉田光佑 早稲田大学 

ﾐﾐ･ｼﾞｬﾝﾃｨｰﾕ(専修) 
58.508％  

鵜飼勇希 東京農業大学 59.122％ ○ 

 

 

準々決勝 馬場馬術競技 

 

 

  

ﾌﾞﾛｯｸ 選手名 大学名 
馬場 障害 二種目

総得点 
通過 

馬名 総得点 馬名 タイム 総減点 

B 
名倉賢人 日本大学 白桃 

(中央) 

348.0 桜悦 

(日本) 

56.82 5.5 342.5 ○ 

鵜飼勇希 東京農業大学 347.0 66.17 5 342.0  



 

第 63回関東学生馬術女子選手権大会 
開催日：2019年 5月 10日(金)～12日(日) 

開催地：御殿場市馬術・スポーツセンター 

 

全結果 

順位 選手名 大学名 

第 1位 近藤舞宝 専修大学 

第 2位 杉田清佳 中央大学 

第 3位 藤岡彩美 日本大学 

第 4位 井佐あかり 専修大学 

第 5位 石山晴茄 早稲田大学 

第 6位 伊藤なな海 日本大学 

第 7位 石井李佳 明治大学 

第 8位 田神真優 東京農業大学 

第 9位 野々垣茉鈴 日本大学 

第 10位 中込沙樹 日本大学 

第 11位 吉田ことみ 日本大学 

第 12位 関田春奈 日本獣医生命科学大学 

第 15位 福島ひとみ 東京農業大学 

 

→12 位までは全日本学生女子選手権への出場権利を有する 

  



 

5月 10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 吉田ことみ 桜礼 日本大学 0.00 64.61 

第 2位 石山晴茄 アイシングラー 早稲田大学 0.00 65.37 

第 3位 伊藤なな海 桜閃 日本大学 0.00 72.11 

第 7位 田神真優 スーパーソニック 東京農業大学 0.00 75.13 

第 8位 福島ひとみ スーパーソニック 東京農業大学 0.00 75.72 

第 20位 堀内立夏 ヒーローブラッサム 東京農業大学 8.00 110.36 

 

                               ※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 野々垣茉鈴 桜灯 日本大学 46.35 

第 2位 中込沙樹 桜灯 日本大学 45.90 

第 3位 近藤舞宝 ヴォルフラム 専修大学 45.15 

第 11位 堀内立夏 ヒーローブラッサム 東京農業大学 39.60 

第 16位 田神真優 ランヘランバ 東京農業大学 37.35 

第 23位 福島ひとみ ル･シェール 東京農業大学 34.35 

 

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 野々垣茉鈴 日本大学 6 1 7 

第 2位 藤岡彩美 日本大学 4 5 9 

第 3位 石山晴茄 早稲田大学 2 7 9 

第 12位 田神真優 東京農業大学 7 16 23 

第 15位 福島ひとみ 東京農業大学 11 17 28 

第 17位 堀内立夏 東京農業大学 20 11 31 

 

※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 11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 

A 
伊藤なな海 日本大学 

桜彩(日本) 
56.228％ ○ 

福島ひとみ 東京農業大学 52.543％  

E 
野々垣茉鈴 日本大学 

慶麗(慶應) 
50.000％  

田神真優 東京農業大学 56.140％ ○ 

 

 

準々決勝 馬場馬術競技 

 

  

ﾌﾞﾛｯｸ 選手名 大学名 
馬場 障害 二種目

総得点 
通過 

馬名 総得点 馬名 タイム 総減点 

A 
近藤舞宝 専修大学 慶麗 

(慶應) 

345.5 ﾊﾟﾄﾘｼｱ M 

(明治) 

63.75 2 343.5 ○ 

田神真優 東京農業大学 324.5 66.41 5 319.5  



 

第 72回都民体育大会 馬術競技 
開催日：2019年 5月 11日(土)～12日(日) 

開催地：御殿場市馬術・スポーツセンター 

 

総合成績 

順位 参加地区 女子馬場 男子馬場 女子障碍 男子障碍 
女子 

ｼﾞﾑｶｰﾅｰ 

男子 

ｼﾞﾑｶｰﾅｰ 
合計 

第 1位 八王子市 8 13 8 9 13 13 64 

第 2位 世田谷区 9 9 10 13 1 10 52 

第 3位 文京区 13 10 7 ― ― 6 36 

 

5月 11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 藤田麻友子(H16) ホーリープレインチパラ 港区 0 55.54 

第 2位 田神真優 スーパーソニック 世田谷区 0 58.26 

第 3位 松本彩海 東蓬 三鷹市 0 63.28 

 

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 大野周(H25) スーパーソニック 世田谷区 0 50.77 

第 2位 原口修(S63) ルパン Jr. 狛江市 0 54.40 

第 3位 瀬川裕哉 アップトゥーユー 八王子市 0 55.80 

 

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 安田英世 モンブラン 八王子市 47.47 

第 2位 塩田篤史 スーパーソニック 世田谷区 51.32 

第 3位 北嶋守 桜千 大田区 51.92 

  



 

5月 12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 岡本真理 シンフォニー 文京区 68.596％ 

第 2位 藤田麻友子(H16) ル･シェール 港区 63.158％ 

第 3位 田神真優 ヒーローブラッサム 世田谷区 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 瀬川裕哉 アップトゥーユー 八王子市 64.200％ 

第 2位 尾見徳弥 フリッツ 文京区 63.333％ 

第 3位 大野周(H25) ランヘランバ 世田谷区 62.267％ 

 

 


