
９９年度 主な成績 
平成１２年２月２４日 

◆第２３回 全日本ジュニア障害飛越選手権大会（４月１日～３日） 杉谷馬事公苑 
ｏチルドレンライダーＮＯ１（３７人出場） 

  第１競技 標準障害飛越競技 
      第２２位 水橋志織  （立山ＲＣ・シームリ） 
  第４競技 スピード＆ハンディネス競技 
      第１１位 水橋志織  （立山ＲＣ・シームリ） 
 第７競技 決勝競技   （１７人出場） 

      第１３位 水橋志織  （立山ＲＣ・シームリ） 
ｏチルドレンライダーＮＯ２（８９人出場） 

  第２競技  標準障害飛越競技 
          第６０位 岡田吉継   （立山ＲＣ・シームリ） 
  第５競技  スピード＆ハンディネス競技 
       第４６位 岡田吉継   （立山ＲＣ・シームリ） 
   第８競技  決勝競技（４３人出場） 
       第３７位 岡田吉継   （立山ＲＣ・シームリ） 
 
◆ 平成１１年度 第１回富山県馬術大会（４月１１日）常願寺川公園 馬術競技場 
ｏ第１競技 標準障害飛越競技 Ｌ級ＡＭ５（３８人出場） 

       第 １位 吉田隆志  （富山ＲＣ・トランプ） 
       第 ２位 山本千春  （富山ＲＣ・レディーセンプー） 
       第 ３位 水橋志織  （立山ＲＣ・シームリ） 
       第 ４位 松田靖久  （富山ＲＣ・マスターマインド） 
ｏ第２競技 スピード＆ハンディネス 競技Ｍ級（１２人出場） 

       第 １位 吉田博泰  （富山県馬連・バウンティー） 
       第 ２位 吉田博泰  （富山県馬連・サンバディー） 
       第 ３位 吉田博泰  （富山県馬連・ハイクオリティー） 
       第 ４位 吉田博泰  （富山県馬連・ラブミーテンダー） 
       第 ５位 竹田浩志  （朝日ＲＣ ・キング・ボロ） 
       第 ６位 前田晴美  （富山ＲＣ ・ナポレオン・デュ・パーク） 
ｏ第３競技 標準障害飛越競技 Ｍ級（１５人出場） 

       第 １位 岡田吉継  （立山ＲＣ ・シームリ） 
       第 ２位 竹田浩志  （朝日ＲＣ ・シェリー） 
       第 ３位 竹田浩志  （朝日ＲＣ ・エレガント） 
       第 ４位 竹田浩志  （富山県馬連・フライヤー） 
       第 ５位 竹田浩志  （朝日ＲＣ ・キング・ボロ） 



       第 ６位 中川幸粋  （牧野ＲＳ ・ 由  弥 ） 
ｏ第４競技 高校生障害飛越競技 Ｌ級（１３人出場） 

       第 １位 松田靖久  （富山ＲＣ ・マスターマインド） 
       第 ２位 加藤 恵  （朝日ＲＣ ・ビー・ア・ウェイ） 
       第 ３位 稲垣佳代子 （富山県馬連・フライヤー） 
       第 ４位 中田 篤  （富山ＲＣ ・レディー・センプー） 
       第 ５位 水橋志織  （立山ＲＣ ・シームリ） 
       第 ６位 小森 星  （富山ＲＣ ・トランプ） 
ｏ第５競技 小・中学生障害飛越競技 Ｌ級（６人出場） 

       第 １位 小森 星  （富山ＲＣ ・ナポレオン・デュ・パーク） 
       第 ２位 水橋志織  （立山ＲＣ ・マスコットアーム） 
       第 ３位 岡田吉継  （立山ＲＣ ・マスコットアーム） 
       第 ４位 上田 武  （朝日ＲＣ ・クインズ・ボロ） 
       第 ５位 金森栄人  （朝日ＲＣ ・シルクスクリーン） 
       第 ６位 矢作大輔  （牧野ＲＳ ・ 由  弥 ） 
ｏ第６競技 標準障害飛越競技 Ｌ級Ａ２（２４人出場） 

       第 １位 岡田吉継  （立山ＲＣ ・マスコットアーム） 
       第 ２位 稲場春香  （富山ＲＣ ・チェリオ） 
       第 ３位 水橋志織  （立山ＲＣ ・マスコットアーム） 
       第 ４位 新村朝子  （富山ＲＣ ・チェリオ） 
       第 ５位 岩本香里  （富山ＲＣ ・チェリオ） 
       第 ６位 岩本香里  （富山ＲＣ ・アプリコット） 
 
◆ 第１７回 越前馬術大会 （４月２３日～２５日） 福井県立馬術競技場 
ｏ第１競技 フレンドシップ障害飛越競技 Ａ （２１人出場） 

       第 １位 水橋志織  （立山ＲＣ ・シームリ） 
       第 ２位 中川幸粋  （牧野ＲＳ ・ 由  弥 ） 
       第１３位 吉田博泰  （下村ＲＣ ・ハイビジョン） 
       第１４位 平井直人  （上市ＲＣ ・ティアモ） 
ｏ第３競技 セントジョージ賞典馬場馬術競技 （ ５人出場） 

       第 １位 牧野裕子  （牧野ＲＳ ・ 清  流 ） 
       第 ４位 島田由佳  （富山ＲＣ ・リベランリズム） 
ｏ第４競技 アジア大会記念団体馬場馬術競技 （ ５人出場） 

       第 １位 牧野裕子  （牧野ＲＳ ・ 清  流 ） 
       第 ３位 島田由佳  （富山ＲＣ ・リベランリズム） 
       第 ４位 沢田麻衣子 （富山ＲＣ ・リベランリズム） 
       第 ５位 島田由佳  （富山ＲＣ ・オーバー・ザ・ラン） 
ｏ第５競技 馬場馬術競技 第３課目     （ ６人出場） 



       第 ４位 沢田麻衣子 （富山ＲＣ ・リベランリズム） 
       第 ５位 島田由佳  （富山ＲＣ ・オーバー・ザ・ラン） 
ｏ第６競技 小障害飛越競技オープン     （６４人出場） 

       第 ４位 前田晴美  （富山ＲＣ ・ナポレオン・デュ・パーク） 
       第 ８位 竹田浩志  （朝日ＲＣ ・ビー・ア・ウェイ） 
       第 ９位 吉田博泰  （富山県馬連・ラブミーテンダー） 
       第１１位 沢田麻衣子 （富山ＲＣ ・エンパイアブルー） 
       第１５位 山本千春  （富山ＲＣ ・レディセンプー） 
       第１８位 水橋志織  （立山ＲＣ ・シームリ） 
       第２０位 吉田隆志  （富山ＲＣ ・エンパイアブルー） 
       第２２位 庄司幸寛  （朝日ＲＣ ・ビー・ア・ウェイ） 
       第２９位 大石香織  （富山ＲＣ ・レディーセンプー） 
       第３２位 竹田浩志  （朝日ＲＣ ・キング・ボロ） 
       第３４位 平井直人  （上市ＲＣ ・ティアモ） 
       第３７位 吉田隆志  （富山ＲＣ ・トランプ） 
       第３８位 中田 篤  （富山ＲＣ ・レディーセンプー） 
       第３９位 崇田和之  （富山ＲＣ ・マビリス・オマトリン） 
       第４２位 吉田博泰  （富山県馬連・サムバディ） 
       第４３位 永原麻弓  （朝日ＲＣ ・シェリー） 
       第４４位 中川幸粋  （牧野ＲＳ ・ 由  弥 ） 
       第４６位 平井直人  （上市ＲＣ ・ヤマトオウジ） 
       第４７位 永原麻弓  （朝日ＲＣ ・シェリー） 
       第４８位 吉田隆志  （富山ＲＣ ・マビリス・オマトリン） 
       第５０位 吉田隆志  （富山ＲＣ ・チェリオ） 
ｏ第７競技 小障害飛越競技 アマチュア   （４３人出場） 

       第 ３位 山本千春  （富山ＲＣ ・アプリコット） 
       第 ４位 吉田隆志  （富山ＲＣ ・アプリコット） 
       第１２位 崇田和之  （富山ＲＣ ・マビリス・オマトリン） 
       第１８位 大石香織  （富山ＲＣ ・アプリコット） 
       第２７位 山科一樹  （下村ＲＣ ・ハイビジョン） 
       第３０位 寺脇 功  （富山ＲＣ ・エンパイアブルー） 
ｏ第８競技 小障害飛越競技 ジュニア    （３１人出場） 

       第 ２位 小森 星  （富山ＲＣ ・ナポレオン・デュ・パーク） 
       第 ３位 新村朝子  （富山ＲＣ ・アプリコット） 
       第 ４位 稲場春香  （富山ＲＣ ・アプリコット） 
       第１３位 水橋志織  （立山ＲＣ ・シームリ） 
       第１４位 小森 星  （富山ＲＣ ・トランプ） 
 



 
ｏ第９競技 リレー障害飛越競技       （６チーム出場） 

       第 ３位 竹田宏美  （朝日ＲＣ ・ビー・ア・ウェイ） 
            永原未幸  （朝日ＲＣ ・シェリー） 
       第 ４位 岡田吉継  （立山ＲＣ ・マスコットアーム） 
            水橋志織  （立山ＲＣ ・シームリ） 
       第 ６位 崇田和之  （富山ＲＣ ・マビリス・オマトリン） 
            沢田麻衣子 （富山ＲＣ ・エンパイアブルー） 
ｏ第１０競技 Ｍクラス オープン障害飛越競技 （２４人出場） 

       第 １位 竹田浩志  （朝日ＲＣ ・キング・ボロ） 
       第 ６位 吉田博泰  （富山県馬連・ラブミーテンダー） 
       第 ９位 吉田博泰  （富山県馬連・サンバディー） 
       第１０位 前田晴美  （富山ＲＣ ・ナポレオン・デュ・パーク） 
ｏ第１２競技 Ｌクラス Ｂオープン     （ ８人出場） 

       第 １位 早川義彦  （上市ＲＣ ・ヤマトオウジ） 
       第 ５位 平井直人  （上市ＲＣ ・カウンティキルディア） 
ｏ第１５競技 Ｌクラス Ａオープン     （１３人出場） 

       第 ５位 吉田隆志  （富山ＲＣ ・チェリオ） 
       第１１位 平井直人  （上市ＲＣ ・カウンティキルディア） 
ｏ第１６競技 Ｌクラス Ａレディース・ジュニア （１９人出場） 

       第１０位 稲場春香  （富山ＲＣ ・チェリオ） 
       第１２位 奥野皓介  （下村ＲＣ ・タヂマホマレ） 
       第１３位 新村朝子  （富山ＲＣ ・チェリオ） 
ｏ第１７競技 小障害標準 オープン     （２７人出場） 

       第 １位 吉田博泰  （富山県馬連・ラブミーテンダー） 
       第 ２位 前田晴美  （富山ＲＣ ・ナポレオン・デュ・パーク） 
       第 ９位 沢田麻衣子 （富山ＲＣ ・エンパイアブルー） 
       第１１位 庄司幸寛  （朝日ＲＣ ・ビー・ア・ウェイ） 
       第１３位 竹田宏美  （朝日ＲＣ ・キング・ボロ） 
       第１７位 岡田吉継  （立山ＲＣ ・シームリ） 
       第２０位 平井直人  （上市ＲＣ ・ティアモ） 
       第２２位 島田由佳  （富山ＲＣ ・レディーセンプー） 
ｏ第１８競技 小障害標準 アマチュア    （３７人出場） 

       第 １位 前田晴美  （富山県馬連・ラブミーテンダー） 
       第 ８位 水橋志織  （立山ＲＣ ・シームリ） 
       第 ９位 吉田隆志  （富山ＲＣ ・チェリオ） 
       第１２位 山本千春  （富山県馬連・サンバディー） 
       第１４位 山本千春  （富山ＲＣ ・アプリコット） 



       第１５位 大石香織  （富山ＲＣ ・アプリコット） 
ｏ第１９競技 小障害標準 ジュニア      （２１人出場） 

       第 １位 小森 星  （富山ＲＣ ・ナポレオン・デュ・パーク） 
       第 ２位 小森 星  （富山ＲＣ ・トランプ） 
       第 ３位 中田 篤  （富山県馬連・ラブミーテンダー） 
       第 ５位 沢田麻衣子 （富山県馬連・サンバディー） 
       第 ６位 新村朝子  （富山ＲＣ ・チェリオ） 
       第 ８位 稲場春香  （富山ＲＣ ・アプリコット） 
       第１０位 稲場春香  （富山ＲＣ ・チェリオ） 
       第１１位 奥野皓介  （下村ＲＣ ・タヂマホマレ） 
       第１３位 松田靖久  （富山ＲＣ ・マビリス・オマトリン） 
ｏ第２０競技 中障害飛越 オープン      （２５人出場） 

       第 １位 吉田博泰  （富山県馬連・ラブミーテンダー） 
       第 ３位 吉田博泰  （富山県馬連・サンバディー） 
       第 ９位 竹田浩志  （富山県馬連・フライヤー） 
       第１１位 吉田隆志  （富山ＲＣ ・シルバープリンス） 
       第１２位 前田晴美  （富山ＲＣ ・ナポレオン・デュ・パーク） 
       第１５位 竹田浩志  （朝日ＲＣ ・キング・ボロ） 
       第１６位 竹田宏美  （朝日ＲＣ ・ビー・ア・ウェイ） 
       第１９位 岡田吉継  （立山ＲＣ ・シームリ） 
ｏ第２１競技 中障害飛越 アマチュア     （１８人出場） 

       第 ８位 大石香織  （富山ＲＣ ・レディーセンプー） 
       第１２位 崇田和之  （富山ＲＣ ・マビリス・オマトリン） 
ｏ第２２競技 中障害飛越 ジュニア      （１８人出場） 

       第 ６位 水橋志織  （立山ＲＣ ・シームリ） 
       第 ７位 庄司幸寛  （朝日ＲＣ ・ビー・ア・ウェイ） 
       第 ９位 中田 篤  （富山ＲＣ ・レディーセンプー） 
       第１０位 沢田麻衣子 （富山ＲＣ ・エンパイアブルー） 
       第１１位 加藤 恵  （朝日ＲＣ ・ビー・ア・ウェイ） 
       第１４位 永原未幸  （朝日ＲＣ ・シェリー） 
       第１５位 小森 星  （富山ＲＣ ・トランプ） 
ｏ第２３競技 チーム対抗障害飛越競技     （３チーム出場） 

       第 ２位 竹田宏美  （富山県馬連・フライヤー） 
            永原未幸  （朝日ＲＣ ・ビー・ア・ウェイ） 
 
◆ 第２７回 中日本馬術大会 （５月１３日～１６日） 常願寺川公園 馬術競技場 
ｏ第１競技 セントジョージ賞典 馬場馬術課目競技       （１１人出場） 
     第 １位 牧野孝喜  （牧野ＲＳ ・   夢   ） 



     第 ４位 牧野裕子  （牧野ＲＳ ・  清  流  ） 
ｏ第３競技 中障害飛越競技 決勝               （５９人出場） 

       第 ３位 竹田浩志  （朝日ＲＣ ・エレガント） 
ｏ第４競技 大障害飛越競技 （標準）             （ ８人出場） 

       第 ５位 吉田博泰  （富山県馬連・ラブミーテンダー） 
ｏ第８競技 ジュニア馬場馬術競技 （学生賞典）        （ ４人出場） 

       第 ２位 沢田麻衣子 （富山ＲＣ ・リベランリズム） 
ｏ第９競技 インターメディエイトⅠ 馬場馬術課目競技     （ ４人出場） 

       第 １位 牧野孝喜  （牧野ＲＳ ・  夢   ） 
ｏ第１４競技 ジュニア障害飛越競技              （３５人出場） 

       第 １位 稲垣佳代子 （富山県馬連・フライヤー） 
       第 ４位 加藤 恵  （朝日ＲＣ ・ビー・ア・ウェイ） 
【西日本障害出場権獲得馬】 
☆ エレガント 
☆ シームリ 

 
◆ 第５４回 国民体育大会 馬術競技リハーサル大会 （５月２９日～３０日） 
       熊本県立菊池農業高等学校 特設馬術競技場 
ｏ第２競技 成年男子 自由演技セントジョージ賞典馬場馬術競技（４人出場） 

       第 ４位 吉田隆志  （富山ＲＣ ・リベランリズム） 
ｏ第３競技 成年男子 標準障害飛越競技     （１２人出場） 

       第 ９位 吉田博泰  （富山県馬連・サンバディー） 
ｏ第５競技 成年女子 二段階障害飛越競技    （１３人出場） 

       第 ７位 前田晴美  （富山県馬連・サンバディー） 
ｏ第７競技 少年 アジア大会記念団体課目馬場馬術競技    （９人出場） 

       第 ２位 沢田麻衣子 （富山ＲＣ ・リベランリズム） 
ｏ第８競技 成年男子 スピード＆ハンディネス競技      （１４人出場） 

       第 ３位 竹田浩志  （朝日ＲＣ ・ビー・ア・ウェイ） 
       第 ８位 吉田博泰  （富山県馬連・サンバディー） 
ｏ第９競技 成年女子 トップスコア競技     （１３人出場） 

       第 ７位 前田晴美  （富山県馬連・サンバディー） 
       第１１位 山本千春  （富山ＲＣ ・レディーセンプー） 
 
◆平成１１年度 第２回富山県馬術大会 （６月１３日）常願寺川公園 馬術競技場 
ｏ第１競技 インターメディエイドⅠ 馬場馬術競技     （ ３人出場） 

       第 １位 牧野孝喜  （富山県馬連・セルバンデス） 
       第 ２位 吉田隆志  （富山ＲＣ ・リベランリズム） 
ｏ第２競技 セントジョージ賞典 馬場馬術競技       （ ４人出場） 



       第 １位 牧野裕子  （牧野ＲＳ ・ 清  流 ） 
       第 ２位 牧野裕子  （富山県馬連・アレクサンドラ） 
       第 ３位 島田由佳  （富山ＲＣ ・リベランリズム） 
ｏ第３競技 アジア大会記念 団体馬場馬術競技       （ ３人出場） 

       第 １位 沢田麻衣子 （富山ＲＣ ・リベランリズム） 
       第 ２位 沢田麻衣子 （富山県馬連・アレクサンドラ） 
       第 ３位 稲垣佳代子 （朝日ＲＣ ・ダビンチ） 
ｏ第４競技 成年男子 スピード＆ハンディネス競技     （２０人出場） 

       第 １位 吉田博泰  （富山県馬連・サンバディー） 
       第 ２位 吉田博泰  （富山県馬連・ハイクオリティー） 
       第 ３位 吉田隆志  （富山ＲＣ ・マスターマインド） 
       第 ４位 竹田浩志  （朝日ＲＣ ・シェリー） 
       第 ５位 吉田博泰  （富山県馬連・ハイクオリティー） 
       第 ６位 吉田隆志  （富山ＲＣ ・マスターマインド） 
ｏ第５競技 少年 スピード＆ハンディネス競技       （１４人出場） 

       第 １位 稲垣佳代子 （富山県馬連・フライヤー） 
       第 ２位 沢田麻衣子 （富山県馬連・ハイクオリティー） 
       第 ３位 松田靖久  （富山ＲＣ ・マスターマインド） 
       第 ４位 永原未幸  （朝日ＲＣ ・シェリー） 
       第 ５位 沢田麻衣子 （富山ＲＣ ・エンパイアブルー） 
       第 ６位 中田 篤  （富山県馬連・ラブミーテンダー） 
ｏ第６競技 成年男子 標準障害飛越競技          （１５人出場） 

       第 １位 吉田博泰  （富山県馬連・サンバディー） 
       第 ２位 吉田博泰  （富山県馬連・ハイクオリティー） 
       第 ３位 吉田隆志  （富山ＲＣ ・マスターマインド） 
       第 ４位 竹田浩志  （富山県馬連・フライヤー） 
ｏ第７競技 成年女子 標準障害飛越競技          （１２人出場） 

       第 １位 前田晴美  （富山ＲＣ ・ナポレオン・デュ・パーク） 
       第 ２位 大石香織  （富山県馬連・サンバディー） 
       第 ３位 竹田宏美  （朝日ＲＣ ・ビー・ア・ウェイ） 
ｏ第８競技 少年 標準障害飛越競技            （１３人出場） 

       第 １位 沢田麻衣子 （富山県馬連・ハイクオリティー） 
       第 ２位 加藤 恵  （朝日ＲＣ ・ビー・ア・ウェイ） 
 
◆ 平成１１年度 全日本高等学校馬術競技 北信越競技大会 
         全日本高等学校馬術選手権 北信越予選大会 
        （６月２０日）   新潟市馬術競技場 
ｏ団体予選Ａ インターハイ予選   （４チーム出場） 



       第 ４位 富山県立上市高校 
            新村朝子・沢田麻衣子・萩原亜希子 
 
ｏ団体予選Ｂ インターハイ予選   （４チーム出場） 

       第 １位 富山県立中央農業高校 
           岡田晴幸・松田靖久・中田 篤 
 ｏ団体総合 
       第 １位 富山県立中央農業高校 
           岡田晴幸・松田靖久・中田 篤 
ｏ個人予選             （１４人出場） 

        第 ３位 松田靖久（富山県立中央農業高校） 
       第 ５位 中田 篤（富山県立中央農業高校） 
 
◆ 平成１１年度 第３回富山県馬術大会 （７月１０日～１１日） 
                    常願寺川公園 馬術競技場 

 富山市民体育大会（富山・立山） 県外優秀チーム招聘大会 
ｏ第１競技 馬場馬術 第４課目       （ ３人出場） 

       第 １位 水上和子  （牧野ＲＳ ・ 清  流 ） 
       第 ２位 水上和子  （牧野ＲＳ ・ 清  流 ） 
       第 ３位 望月純二  （牧野ＲＳ ・ 松  音 ） 
ｏ第２競技 アジア大会記念国体 馬場馬術  （ ３人出場） 

       第 １位 吉田麻子  （牧野ＲＳ ・ 金  時 ） 
       第 ２位 吉田麻子  （牧野ＲＳ ・ 清  流 ） 
       第 ３位 望月純二  （牧野ＲＳ ・ 松  音 ） 
ｏ第３競技 馬場馬術 第２課目       （ ４人出場） 

       第 １位 牧野由紀子 （牧野ＲＳ ・ 清  流 ） 
       第 ２位 百瀬悦子  （牧野ＲＳ ・ 松  音 ） 
       第 ３位 深沢まゆ美 （牧野ＲＳ ・ 金  時 ） 
ｏ第４競技 標準障害飛越競技 Ｌ級     （１７人出場） 

       第 １位 中川幸粋  （牧野ＲＳ ・ 武  蔵 ） 
       第 ２位 中川幸粋  （牧野ＲＳ ・ 由  弥 ） 
       第 ３位 岡田吉継  （立山ＲＣ ・シームリ） 
ｏ第５競技 県外チーム招聘障害飛越競技    （６チーム出場） 

       第 ２位 富山県フレンズチーム 
          （沢田麻衣子・永原未幸・稲垣佳代子・加藤 恵） 
       第 ３位 富山県中央農業高校 
          （松田靖久 ・中田 篤・岡田晴幸 ・永田 聖） 
       第 ５位 富山県上市高校 



          （萩原亜希子・岩本香里・新村朝子 ・沢田和美） 
ｏ第６競技 標準障害飛越競技 Ｍ級      （１２人出場） 

       第 １位 水町友香  （立山ＲＣ ・シームリ） 
       第 ２位 小森 星  （富山ＲＣ ・トランプ） 
       第 ３位 竹田浩志  （朝日ＲＣ ・シェリー） 
ｏ第７競技 ジュニア障害 Ａ級        （ ９人出場） 

       第 １位 岡田吉継  （立山ＲＣ ・マスコットアーム） 
       第 ２位 永原未幸  （朝日ＲＣ ・シェリー） 
       第 ３位 小森 星  （富山ＲＣ ・トランプ） 
ｏ第８競技 ジュニア障害 Ｂ級        （ ７人出場） 

       第 １位 新村朝子  （富山ＲＣ ・アプリコット） 
       第 ２位 矢作大輔  （牧野ＲＳ ・ 由  弥 ） 
       第 ３位 矢作大輔  （牧野ＲＳ ・ 武  蔵 ） 
ｏ第９競技 スピード＆ハンディネス競技    （１１人出場） 

       第 １位 岡田吉継  （立山ＲＣ ・マスコットアーム） 
       第 ２位 水橋志織  （立山ＲＣ ・シームリ） 
       第 ３位 永原未幸  （朝日ＲＣ ・シェリー） 
ｏ第１０競技 標準障害飛越競技 Ｌ級     （１２人出場） 

       第 １位 伏見孝夫  （牧野ＲＳ ・ 武  蔵 ） 
       第 ２位 川端雄大  （牧野ＲＳ ・ 由  弥 ） 
       第 ３位 新村朝子  （富山ＲＣ ・アプリコット） 
ｏ第１１競技 低障害飛越競技         （ ３人出場） 

       第 １位 永田 聖  （富山ＲＣ ・アプリコット） 
       第 ２位 水町友香  （立山ＲＣ ・シアトルロード） 
       第 ３位 寺脇 功  （富山ＲＣ ・アプリコット） 
ｏ第１２競技 ジムカーナ           （ ２人出場） 

       第 １位 百瀬悦子  （牧野ＲＳ ・ 由  弥 ） 
       第 ２位 竹林 郁  （牧野ＲＳ ・ 由  弥 ） 
 
◆ 第５２回 富山県民体育大会 馬術競技 

第１部  （７月１８日）    常願寺川公園 馬術競技場 
ｏ第２競技 成年女子 馬場馬術競技 第５課目 

       第 １位 牧野裕子  （富山県馬連・アレクサンドラ） 
ｏ第３競技 少年 馬場馬術競技 第３課目    （ ３人出場） 

       第 １位 沢田麻衣子 （富山ＲＣ ・リベランリズム） 
       第 ２位 沢田麻衣子 （富山県馬連・アレクサンドラ） 
ｏ第４競技 成年男子 スピード＆ハンディネス競技 （１７人出場） 

       第 １位 竹田浩志  （朝日ＲＣ ・エレガント） 



       第 ２位 吉田隆志  （富山ＲＣ ・マスターマインド） 
       第 ３位 塩田 守  （富山県馬連・ハイクオリティー） 
       第 ４位 吉田隆志  （富山ＲＣ ・ナポレオン・デュ・パーク） 
       第 ５位 肥塚宗義  （魚津ＲＣ ・シルバーフィッシュ） 
       第 ６位 竹田浩志  （富山県馬連・フライヤー） 
ｏ第５競技 少年男女 スピード＆ハンディネス競技 （１４人出場） 

       第 １位 永原未幸  （朝日ＲＣ ・ビー・ア・ウェイ） 
       第 ２位 沢田麻衣子 （富山県馬連・ハイクオリティー） 
       第 ３位 岡田晴幸  （立山ＲＣ ・シームリ） 
       第 ４位 松田靖久  （富山ＲＣ ・マスターマインド） 
       第 ５位 稲垣佳代子 （富山県馬連・フライヤー） 
ｏ第６競技 成年男子 標準障害飛越競技      （１６人出場） 

       第 １位 塩田 守  （富山県馬連・ハイクオリティー） 
       第 ２位 竹田浩志  （朝日ＲＣ ・エレガント） 
ｏ第７競技 成年女子 標準障害飛越競技      （１１人出場） 

       第 １位 竹田宏美  （朝日ＲＣ ・エレガント） 
       第 ２位 前田晴美  （富山ＲＣ ・ナポレオン・デュ・パーク） 
       第 ３位 竹田宏美  （朝日ＲＣ ・ビー・ア・ウェイ） 
       第 ４位 前田晴美  （富山ＲＣ ・マスターマインド） 
       第 ５位 大石香織  （富山県馬連・ハイクオリティー） 
ｏ第８競技 少年男女 標準障害飛越競技      （１４人出場） 

       第 １位 加藤 恵  （朝日ＲＣ ・ビー・ア・ウェイ） 
       第 ２位 稲垣佳代子 （富山県馬連・フライヤー） 
       第 ３位 沢田麻衣子 （富山県馬連・ハイクオリティー） 
       第 ４位 松田靖久  （富山ＲＣ ・マスターマインド） 
 
◆ 第３３回 全日本高等学校 馬術競技大会 
      （７月２７日～３０日）       杉谷馬事公苑 
 ｏ中央農業高校 出場 （１回戦） 
      松田靖久   （月晃）   減点９  タイム７６．５７ 
      岡田晴幸（アインスラルス） 減点４  タイム６２．７６ 
      中田 篤   （千山）   減点４  タイム５９．４０ 
                    合計１７   １９８．７３ 
 
◆第５２回 富山県民体育大会馬術競技 
   第２部 （８月１日）       下村馬事公苑 馬場 
ｏ第１競技 一般 馬場馬術競技 

       第 １位 深沢まゆ美 （富山市・ 松  音 ） 



       第 ２位 高嶋 浩  （射水郡・パンプス） 
       第 ３位 百瀬悦子  （富山市・ 松  音 ） 
       第 ４位 高倉誉宣  （射水郡・タヂロホマレ） 
       第 ５位 高本正樹  （射水郡・アサカボーイ） 
       第 ６位 若林明子  （射水郡・ファイヤー） 
ｏ第２競技 中障害飛越競技 Ｃ        （１５人出場） 

       第 １位 加藤敬治  （富山市・チェリオ） 
       第 ２位 中市秀三  （射水郡・ゴールド・グランディー） 
ｏ第３競技 標準小障害飛越競技        （２２人出場） 

       第 １位 前田正幸  （上新川・チェリオ） 
       第 ２位 中川幸粋  （富山市・ 由  弥 ） 
       第 ３位 高倉誉宣  （射水郡・タヂロホマレ） 
       第 ４位 高嶋 浩  （射水郡・パンプス） 
       第 ５位 川端雄大  （富山市・ 由  弥 ） 
       第 ６位 高木正樹  （射水郡・アサカボーイ） 
ｏ第４競技 婦人障害飛越競技         （１２人出場） 

       第 １位 紫藤淳子  （富山市・ダーク・アイ） 
       第 ２位 荒城浩美  （富山市・チェリオ） 
       第 ３位 紫藤淳子  （富山市・シルクスクリーン） 
       第 ４位 村崎香織  （射水郡・ファイヤー） 
       第 ５位 奥野有紀  （射水郡・アサカボーイ） 
       第 ６位 若林明子  （射水郡・ファイヤー） 
ｏ第５競技 壮年障害飛越競技         （１２人出場） 

       第 １位 中川幸粋  （富山市・ 由  弥 ） 
       第 ２位 中市秀三  （射水郡・ゴールド・グランディー） 
       第 ３位 中川幸粋  （富山市・ 武  蔵 ） 
ｏ第６競技 標準低障害飛越競技        （１７人出場） 

       第 １位 荒城浩美  （富山市・アプリコット） 
       第 ２位 川端雄大  （富山市・ 由  弥 ） 
       第 ３位 熊崎喜久雄 （射水郡・ゴールド・グランディー） 
       第 ４位 石原慰至  （魚津市・シルバーフィッシュ） 
       第 ５位 前田正幸  （上新川・チェリオ） 
       第 ６位 寺脇 功  （上新川・チェリオ） 

第３部 （８月１日） 
ｏ第１競技 中学男女以下標準障害飛越競技   （１０人出場） 

       第 １位 水橋志織  （中新川・シームリ） 
       第 ２位 岡田吉継  （中新川・シームリ） 
       第 ３位 岡田吉継  （中新川・マスコットアーム） 



       第 ４位 水橋志織  （中新川・シアトルロード） 
       第 ５位 小森 星  （上新川・トランプ） 
       第 ６位 水橋志織  （中新川・マスコットアーム） 
ｏ第２競技 中学男女以下標準障害飛越競技   （ ８人出場） 

       第 １位 水橋志織  （中新川・シームリ） 
       第 ２位 岡田吉継  （中新川・シームリ） 
       第 ３位 岡田吉継  （中新川・マスコットアーム） 
       第 ４位 小森 星  （上新川・トランプ） 
       第 ５位 水橋志織  （中新川・マスコットアーム） 
ｏ第３競技 中学男女以下ジムカーナ      （ ５人出場） 

       第 １位 前田沙樹  （富山市・アプリコット） 
       第 ２位 前田沙樹  （富山市・トランプ） 
 
◆ ＴＨＥ １１ＴＨ ＳＵＭＭＥＲ ＮＩＧＨＴ ＨＯＲＳＥ ＳＨＯＷ ９９ 
                       （８月７日） 杉谷馬事公苑 
ｏ第１競技 Ｌ Ｃｌａｓｓ Ｊｕｍｐｉｎｇ ＯＰＥＮ    （１４人出場） 

       第 ６位 吉田博泰  （富山県馬連・ラブミーテンダー） 
       第 ７位 竹田宏美  （富山県馬連・フライヤー） 
ｏ第２競技 Ｌ Ｃｌａｓｓ Ｊｕｍｐｉｎｇ ＡＭＡＴＥＵＲ （２１人出場） 

       第１２位 前田晴美  （富山県馬連・サンバディー） 
       第１５位 岡田晴幸  （富山県馬連・ハイクオリティー） 
       第１８位 稲垣佳代子 （富山県馬連・フライヤー） 
ｏ第３競技 Ｌ Ｃｌａｓｓ Ｊｕｍｐｉｎｇ ＪＵＮＩＯＲ＆ＬＡＤＩＥＳ 

                              （１８人出場） 
       第 ８位 中田 篤  （富山県馬連・ラブミーテンダー） 
       第１０位 永原未幸  （富山県馬連・サンバディー） 
       第１１位 加藤 恵  （富山県馬連・サンバディー） 
ｏ第５競技 Ｍ Ｃｌａｓｓ Ｊｕｍｐｉｎｇ         （１８人出場） 

       第 ３位 吉田博泰  （富山県馬連・ラブミーテンダー） 
       第１２位 吉田博泰  （富山県馬連・ハイクオリティー） 
 
◆ 第２０回 北信越国民体育大会 （８月２８日～２９日） 石川県馬事公苑 
ｏ第１競技 成年男子 インターメディエントⅠ 馬場馬術競技 （ ４人出場） 

       第 １位 牧野孝喜  （富山県・アレクサンドラ） 
ｏ第２競技 成年女子 第５課目 馬場馬術競技        （ ５人出場） 

       第 １位 牧野裕子  （富山県・アレクサンドラ） 
ｏ第３競技 少年 第３課目 馬場馬術競技          （ ５人出場） 

       第 １位 沢田麻衣子 （富山県・アレクサンドラ） 



ｏ第４競技 成年男子 スピード＆ハンディネス競技      （１４人出場） 
       第 ６位 竹田浩志  （富山県・ビー・ア・ウェイ） 
       第 ７位 吉田博泰  （富山県・ハイクオリティー） 
ｏ第５競技 少年 スピード＆ハンディネス競技        （１５人出場） 

       第 １位 永原未幸  （富山県・ビー・ア・ウェイ） 
       第１０位 稲垣佳代子 （富山県・フライヤー） 
ｏ第６競技 小障害飛越競技                 （１３人出場） 

       第 １位 前田晴美  （富山県・ナポレオン・デュ・パーク） 
       第 ２位 岡田晴幸  （富山県・シームリ） 
       第 ４位 松田靖久  （富山県・マスターマインド） 
       第 ７位 稲垣佳代子 （富山県・フライヤー） 
       第 ８位 竹田浩志  （富山県・エレガント） 
ｏ第７競技 成年男子 標準障害飛越競技           （１４人出場） 

       第 ４位 竹田浩志  （富山県・ビー・ア・ウェイ） 
       第 ８位 吉田博泰  （富山県・ハイクオリティー） 
       第１０位 塩田 守  （富山県・フライヤー） 
ｏ第８競技 成年女子 標準障害飛越競技           （１５人出場） 

       第 １位 竹田宏美  （富山県・エレガント） 
       第 ８位 前田晴美  （富山県・ナポレオン・デュ・パーク） 
ｏ第９競技 少年 標準障害飛越競技             （１５人出場） 

       第 ４位 永原未幸  （富山県・ビー・ア・ウェイ） 
       第 ７位 稲垣佳代子 （富山県・フライヤー） 
 
◆ 第１０回 全日本高等学校 馬術選手権大会 
      （８月２５日～２７日）        ＪＲＡ馬事公苑 
 ｏ個人戦      松田靖久 出場 
 
 
◆ 第３５回 西日本馬場馬術大会 （９月１０日～１２日）三木ホースランドパーク 
ｏ第７競技 第６課目 馬場馬術競技（内国産） 

       第 ２位 牧野裕子  （牧野ＲＳ ・ 清  流 ） 
ｏ第８競技 第５課目 馬場馬術競技（外国産） 

       第 ２位 牧野裕子  （富山県馬連・アレクサンドラ） 
ｏ第８競技 第５課目 馬場馬術競技（内国産） 

       第 ５位 牧野裕子  （牧野ＲＳ ・ 清  流 ） 
ｏ第２競技 ジュニアライダー 馬場馬術競技決勝 

       第 １位 沢田麻衣子 （富山県馬連・アレクサンドラ） 
ｏ     セントジョージ賞典 



     第 ５位 牧野裕子  （富山県馬連・アレクサンドラ） 
 
◆ 第１１回 北陸馬術大会 （９月２４日～２６日） 石川県馬事公苑 
ｏ第１競技 フレンドシップ障害飛越競技 Ｂ      （３０人出場） 

      第 ８位 吉田博泰  （富山ＲＣ ・マビリスオマトリン） 
      第１１位 平井直人  （上市ＲＣ ・ヤマトオウジ） 
      第１６位 吉田隆志  （富山ＲＣ ・エンパイアブルー） 
      第１８位 吉田博泰  （富山ＲＣ ・フェアリータイム） 
      第２６位 平井直人  （上市ＲＣ ・ティアモ） 
ｏ第２競技 フレンドシップ障害飛越競技 Ａ      （１１人出場） 
     第 ７位 水橋志織  （立山ＲＣ ・シームリ） 
     第 ９位 岡田吉継  （立山ＲＣ ・ボンボヤージュ） 
ｏ第３競技 馬場馬術競技 第３課目          （１８人出場） 

       第 ２位 望月純二  （牧野ＲＳ ・ 松  音 ） 
      第１３位 島田由佳  （富山ＲＣ ・オーバー・ザ・ラン） 
ｏ第４競技 セントジョージ賞典 馬場馬術競技      （４人出場） 

       第 １位 牧野孝喜  （富山県馬連 ・セルバンテス） 
ｏ第５競技 スピード＆ハンディネス競技 Ｍクラス   （１６人出場） 

       第 ３位 前田晴美  （富山ＲＣ ・ナポレオン・デュ・パーク） 
      第１０位 岡田吉継  （立山ＲＣ ・シームリ） 
ｏ第６競技 スピード＆ハンディネス競技 Ｌクラス（レディース・シニア） 
                           （１４人出場） 

       第 ３位 水橋志織  （立山ＲＣ ・シームリ） 
ｏ第７競技 スピード＆ハンディネス競技 ノービスクラス（新馬） 
                           （１５人出場） 

       第 ３位 吉田隆志  （富山ＲＣ ・チェリオ） 
       第 ４位 吉田隆志  （富山ＲＣ ・アプリコット） 
ｏ第７競技 スピード＆ハンディネス競技 ノービスクラス（ジュニア） 
                           （４０人出場） 

       第 ３位 萩原亜希子 （富山ＲＣ ・アプリコット） 
       第 ４位 永田 聖  （富山ＲＣ ・チェリオ） 
ｏ第７競技 スピード＆ハンディネス競技 ノービスクラス（レディース） 
                           （１３人出場） 

       第 ５位 橋爪 静  （富山ＲＣ ・アプリコット） 
       第 ６位 橋爪 静  （富山ＲＣ ・チェリオ） 
ｏ第８競技 トップスコア競技 ノービスクラス（金沢乗馬倶楽部杯） 
                           （１３人出場） 

       第 １位 小森 星  （富山ＲＣ ・トランプ） 



ｏ第９競技 トップスコア競技 Ｌクラス（石川県馬術連盟杯） 
                            （６人出場） 

       第 ３位 前田晴美  （富山ＲＣ ・ナポレオン・デュ・パーク） 
       第 ５位 松田靖久  （富山ＲＣ ・マスターマインド） 
       第 ６位 崇田和之  （富山ＲＣ ・マビリスオマトリン） 
ｏ第１０競技 ジャック・ドイルカップ         （１７人出場） 

       第 ２位 岡田吉継  （立山ＲＣ ・ボンボヤージュ） 
       第 ３位 小森 星  （富山ＲＣ ・トランプ） 
ｏ第１２競技 馬場馬術競技 第５課目（石川県競馬事業局長杯） 
                            （９人出場） 

       第 １位 牧野孝喜  （富山県馬連・セルバンデス） 
ｏ第１３競技 馬場馬術競技 第２課目         （２３人出場） 

       第 ３位 吉田隆志  （富山ＲＣ ・エンパイアブルー） 
ｏ第１４競技 ジムカーナ競技（ジュニア）       （１６人出場） 

       第 ４位 高沢里枝  （富山ＲＣ ・チェリオ） 
ｏ第１５競技 標準障害飛越競技 ノービスクラス（新馬）（地方競馬全国協会杯） 
                           （１５人出場） 

       第 ３位 水橋志織  （立山ＲＣ ・ボンボヤージュ） 
ｏ第１５競技 標準障害飛越競技 ノービスクラス（アマチュア） 
                           （３２人出場） 

       第 ２位 岡田晴幸  （富山ＲＣ ・フェアリータイム） 
      第 ７位 石原慰至  （魚津ＲＣ ・シルバーフィッシュ） 
      第 ９位 崇田和之  （富山ＲＣ ・マビリスオマトリン） 
      第１７位 山科一樹  （下村ＲＣ ・ハイビジョン） 
      第１８位 中市秀三  （下村ＲＣ ・ゴールド・グランディ） 
ｏ第１５競技 標準障害飛越競技 ノービスクラス（レディース） 
                           （１７人出場） 
     第１２位 島田由佳  （富山ＲＣ ・フェアリータイム） 
     第１３位 山本千春  （富山ＲＣ ・フェアリータイム） 
ｏ第１５競技 標準障害飛越競技 ノービスクラス（ジュニア） 

       第 ２位 小森 星  （富山ＲＣ ・トランプ） 
       第 ５位 岩本香里  （富山ＲＣ ・チェリオ） 
ｏ第１６競技 標準障害飛越競技 Ｌクラス（一般）   （１１人出場） 

       第 ４位 吉田隆志  （富山ＲＣ ・ナポレオン・デュ・パーク） 
ｏ第１７競技 リレー競技 Ｌクラス          （１１チーム出場） 

       第 １位 水橋志織  （立山ＲＣ ・シームリ） 
            岡田吉継  （立山ＲＣ ・ボンボヤージュ） 
ｏ第１８競技 北陸放送杯 （石川県馬事振興協会杯）  （１４人出場） 



       第 ３位 前田晴美  （富山ＲＣ ・マスターマインド） 
       第 ４位 岡田吉継  （立山ＲＣ ・ボンボヤージュ） 
 
◆ 第２５回 杉谷馬事公苑大会・大阪グランプリ（１０月１０日～１２日）  
                           杉谷馬事公苑 
ｏフレンドリー競技 ＰａｒｔⅠ            （１０５人出場） 

       第８０位 水町友香  （富山県馬連・フライヤー） 
ｏ第１競技 小障害飛越競技 （標準）         （１１４人出場） 
     第２３位 水町友香  （富山県馬連・フライヤー） 

       第７８位 岡田吉継  （立山ＲＣ ・シームリ） 
       第８１位 岡田吉継  （立山ＲＣ ・ボンボヤージュ） 
       第８７位 竹田浩志  （富山県馬連・ハイクオリティー） 
ｏ第２競技 中障害飛越競技 （標準）         （６８人出場） 

       第１９位 竹田浩志  （朝日ＲＣ ・エレガント） 
ｏ第４競技 小障害スピード＆ハンディネス競技     （１１５人出場） 

       第１５位 竹田浩志  （朝日ＲＣ ・ビー・ア・ウェイ） 
       第２５位 岡田吉継  （立山ＲＣ ・シームリ） 
       第４０位 水町友香  （富山県馬連・フライヤー） 
       第４８位 岡田吉継  （立山ＲＣ ・ボンボヤージュ） 
       第８０位 竹田浩志  （富山県馬連・ハイクオリティー） 
ｏ第５競技 中障害スピード＆ハンディネス競技     （６６人出場） 

       第３０位 竹田浩志  （朝日ＲＣ ・エレガント） 
ｏ第８競技 ジュニア障害飛越競技           （５５人出場） 

       第１０位 稲垣佳代子 （富山県馬連・ハイクオリティー） 
       第２３位 水橋志織  （立山ＲＣ ・シームリ） 
       第２７位 中田 篤  （富山県馬連・フライヤー） 
       第４０位 永原未幸  （富山県馬連・ビー・ア・ウェイ） 
ｏ第９競技 リストレーション競技           （２３人出場） 

       第 ７位 岡田吉継  （立山ＲＣ ・ボンボヤージュ） 
ｏ第１０競技 小障害チャンピオンシップ        （６２人出場） 

       第１４位 竹田浩志  （朝日ＲＣ ・ビー・ア・ウェイ） 
       第１８位 水町友香  （富山県馬連・フライヤー） 
       第５６位 岡田吉継  （立山ＲＣ ・シームリ） 
ｏ第１１競技 中障害チャンピオンシップ        （４５人出場） 

       第１７位 竹田浩志  （朝日ＲＣ ・エレガント） 
ｏ第１２競技 グランプリ・アマゾネス（婦人障害飛越競技）（５７人出場） 

       第 ３位 竹田宏美  （朝日ＲＣ ・エレガント） 
       第１１位 水町友香  （富山県馬連・フライヤー） 



       第２２位 永原未幸  （朝日ＲＣ ・ビー・ア・ウェイ） 
       第３７位 水橋志織  （立山ＲＣ ・シームリ） 
       第４４位 稲垣佳代子 （富山県馬連・ハイクオリティー） 
 
◆ 第５４回 くまもと未来国体 （１０月２４日～２８日） 泗水町 
       熊本県立菊池農業高等学校特設馬術競技場 

 団体 天皇杯 男女総合５位 皇后杯 女子６位 
ｏ第１競技 成年女子 第５課目 馬場馬術競技 （１３人出場） 

       第 ５位 牧野裕子  （富山県馬連・アレクサンドラ） 
ｏ第２競技 少年 二段階障害飛越競技     （２６人出場） 

       第２１位 稲垣佳代子 （富山県馬連・ハイクオリティー） 
ｏ第３競技 成年男子 トップスコア競技    （２６人出場） 

       第 ７位 竹田浩志  （朝日ＲＣ ・エレガント） 
ｏ第４競技 成年女子 二段階障害飛越競技   （２６人出場） 

       第 ８位 竹田宏美  （朝日ＲＣ ・エレガント） 
ｏ第６競技 成年男子 自由演技セントジョージ馬場馬術（１２人出場） 

       第 ４位 牧野孝喜  （富山県馬連・アレクサンドラ） 
ｏ第７競技 成年女子 トップスコア競技    （２６人出場） 

       第 ６位 竹田宏美  （朝日ＲＣ ・エレガント） 
ｏ第８競技 少年 トップスコア競技      （２６人出場） 

       第 ８位 永原未幸  （朝日ＲＣ ・ビー・ア・ウェイ） 
ｏ第１１競技 少年 ダービー競技       （２６人出場） 
 三反抗 失  権 中田 篤  （富山ＲＣ ・シームリ） 
ｏ第１２競技 成年女子 ダービー競技     （２５人出場） 
 三反抗 失  権 前田晴美  （富山ＲＣ ・シームリ） 
ｏ第１３競技 成年男子 スピード＆ハンディネス競技（２６人出場） 

       第１８位 塩田 守  （富山県馬連・ハイクオリティー） 
ｏ第１４競技 少年 スピード＆ハンディネス競技（２６人出場） 

       第 ６位 永原未幸  （朝日ＲＣ ・ビー・ア・ウェイ） 
ｏ第１６競技 成年男子 標準障害飛越競技   （２５人出場） 

       第１７位 竹田浩志  （朝日ＲＣ ・エレガント） 
 ｏ第１７競技 少年 標準障害飛越競技     （２６人出場） 
      失  権 稲垣佳代子 （富山県馬連・ハイクオリティー） 
ｏ第１８競技 セントジョージ馬場馬術競技   （１１人出場） 

       第 ４位 牧野裕子  （富山県馬連・アレクサンドラ） 
ｏ第２０競技 成年男子 インターメディエントⅠ馬場（１１人出場） 

       第 ３位 牧野孝喜  （富山県馬連・アレクサンドラ） 



ｏ第２１競技 リレー競技           （２６チーム出場） 
       第 ８位 永原未幸  （朝日ＲＣ ・ビー・ア・ウェイ） 
            稲垣佳代子 （富山県馬連・ハイクオリティー） 
ｏ第２３競技 五段階障害飛越競技       （２６人出場） 

       第 ４位 塩田 守  （富山県馬連・ハイクオリティー） 
 
◆第１４回 下村馬術大会     （１１月３日）  下村馬事公苑 
ｏ第１競技 障害飛越競技 ノーマルジャンピング ８０ （３２人出場） 

       第 １位 山科一樹  （下村ＲＣ ・ハイビジョン） 
       第 ２位 新村朝子  （富山ＲＣ ・レディーセンプー） 
       第 ３位 岡田吉継  （立山ＲＣ ・マスコットアーム） 
       第 ４位 岡田吉継  （立山ＲＣ ・ボンボヤージュ） 
       第 ５位 萩原亜希子 （富山ＲＣ ・アプリコット） 
       第 ６位 高嶋 浩  （下村ＲＣ ・パンプス） 
       第 ７位 金森栄人  （朝日ＲＣ ・ダークアイ） 
ｏ第２競技 障害飛越競技 ノーマルジャンピング ６０ （１５人出場） 

       第 １位 紫藤淳子  （朝日ＲＣ ・ダークアイ） 
       第 ２位 前田正幸  （富山ＲＣ ・チェリオ） 
       第 ３位 永田 聖  （富山ＲＣ ・アプリコット） 
       第 ４位 金森栄人  （富山ＲＣ ・ダークアイ） 
       第 ５位 上田 武  （朝日ＲＣ ・クインズボロ） 
       第 ６位 永田 聖  （富山ＲＣ ・チェリオ） 
ｏ第３競技 障害飛越競技 ノーマルジャンピング １００ （２６人出場） 

       第 １位 加藤 恵  （富山県馬連・サンバディー） 
       第 ２位 大石香織  （富山ＲＣ ・レディーセンプー） 
       第 ３位 中川幸粋  （牧野ＲＳ ・ 由  弥 ） 
       第 ４位 山科一樹  （下村ＲＣ ・ハイビジョン） 
       第 ５位 岡田吉継  （立山ＲＣ ・マスコットアーム） 
       第 ６位 小森 星  （富山ＲＣ ・レディーセンプー） 
 ｏ第４競技 馬場馬術 第３課目 
      第 １位 望月純二  （牧野ＲＳ ・ 松  部 ） 
      第 ２位 高嶋 浩  （牧野ＲＳ ・パンプス） 
      第 ３位 牧野由紀子 （牧野ＲＳ ・ 清  流 ） 
ｏ第５競技 障害飛越競技 ノーマルジャンピング ３０ （４人出場） 

       第 １位 安本菜美子 （魚津ＲＣ ・シルバーフィッシュ） 
       第 ２位 竹村 郁  （牧野ＲＳ ・ 由  弥 ） 
       第 ３位 高沢里枝  （富山ＲＣ ・アプリコット） 
       第 ４位 高沢里枝  （富山ＲＣ ・チェリオ） 



ｏ第６競技 障害飛越競技 ノーマルジャンピング １１０ （１８人出場） 
       第 １位 角島吉朗  （下村ＲＣ ・カモフライト） 
       第 ２位 中田 篤  （富山ＲＣ ・レディセンプー） 
       第 ３位 永原未幸  （朝日ＲＣ ・シェリー） 
       第 ４位 山科一樹  （下村ＲＣ ・ハイビジョン） 
       第 ５位 岡田吉継  （立山ＲＣ ・マスコットアーム） 
       第 ６位 稲垣佳代子 （富山県馬連・サンバディー） 
 
◆ 第８回 北信越高等学校 新人戦馬術大会 （１１月２０日～２１日） 
                       福井県立馬術競技場 
ｏ団体戦 

       第 １位 富山県立中央農業高校 
       第 ６位 富山県立上市高校 
ｏ個人戦 

       第 ２位 岡田晴幸 
 
◆ 第５１回 ＣＤⅠ－Ｗ 全日本馬場馬術大会 （１１月２６日～２８日） 
                        日本中央競馬会馬事公苑 
ｏ第６競技 セントジョージ賞典馬場馬術競技  （４４人出場） 

       第２０位 牧野裕子  （富山県馬連・アレクサンドラ） 
ｏ第７競技 全日本内国産馬場馬術競技     （２３人出場） 

       第１０位 牧野裕子  （牧野ＲＳ ・ 清  流 ） 
ｏ第９競技 馬場馬術競技 第５課目 〈内国産馬班〉 （１９人出場） 

       第 ７位 牧野裕子  （牧野ＲＳ ・ 清  流 ） 
ｏ第９競技 馬場馬術競技 第５課目 〈外国産馬班〉 （２７人出場） 

       第 ４位 牧野裕子  （富山県馬連・アレクサンドラ） 
  ジュニア選手権 

（予選 第３課目） 
      第 ６位 沢田麻衣子 （富山県馬連・アレクサンドラ） 
      （決勝 アジア大会団体） 
      第 ３位 沢田麻衣子 （富山県馬連・アレクサンドラ） 
ｏ第３競技 全日本馬場馬術ジュニアライダー選手権  （１７人出場） 

    総合 第 ４位 沢田麻衣子 （富山県馬連・アレクサンドラ） 
 
◆ 第１８回 東海ホースショー   （１２月１８日～１９日） 
                   愛知県森林公園 
ｏ第２競技 障害７０           （２２人出場） 
     第１３位 高沢里枝  （富山ＲＣ ・チェリオ） 



ｏ第３競技 障害８０           （２５人出場） 
     第１１位 寺脇 功  （富山ＲＣ ・チェリオ） 
     第１２位 寺脇 功  （富山ＲＣ ・エンパイアブルー） 
     第１９位 永田 聖  （富山ＲＣ ・チェリオ） 
     第２０位 高沢里枝  （富山ＲＣ ・チェリオ） 
ｏ第４競技 障害９０           （２２人出場） 
     第１０位 寺脇 功  （富山ＲＣ ・エンパイアブルー） 
     第２０位 永田 聖  （富山ＲＣ ・チェリオ） 
ｏ第７競技 Ｌクラス障害（オープン）   （２６人出場） 
     第 ７位 吉田 隆志 （富山ＲＣ ・エンパイアブルー） 
     第２１位 崇田 和之 （富山ＲＣ ・マビリスオマトリン） 
ｏ第８競技 Ｌクラス障害（レディース＆ジュニア）（２８人出場） 
     第 ８位 小森 星  （富山ＲＣ ・トランプ） 
     第１９位 小森 星  （富山ＲＣ ・ナポレオン・デュ・パーク） 
ｏ第９競技 Ｌクラス Ａ         （２４人出場） 
     第２７位 小森 星  （富山ＲＣ ・トランプ） 
ｏ第１０競技 アマチュア チャンピオン  （２５人出場） 
     第１３位 前田 晴美 （富山ＲＣ ・ナポレオン・デュ・パーク） 
     第２２位 崇田 和之 （富山ＲＣ ・マビリスオマトリン） 
ｏ第１２競技 アマチュア グランプリ   （ ８人出場） 
     第 ２位 前田 晴美 （富山ＲＣ ・ナポレオン・デュ・パーク） 
ｏ第１７競技 障害 ７０         （１９人出場） 
     第１７位 高沢 里枝 （富山ＲＣ ・チェリオ） 
ｏ第１８競技 障害 ８０         （２０人出場） 
     第 ２位 永田 聖  （富山ＲＣ ・チェリオ） 
     第１８位 寺脇 功  （富山ＲＣ ・エンパイアブルー） 
     第２０位 高沢 里枝 （富山ＲＣ ・チェリオ） 
ｏ第１９競技 障害 ９０         （２５人出場） 
     第１０位 永田 聖  （富山ＲＣ ・チェリオ） 
     第１６位 寺脇 功  （富山ＲＣ ・エンパイアブルー） 
ｏ第２０競技 東海オープン        （１６人出場） 
     第 ６位 崇田 和之 （富山ＲＣ ・レディーセンプー） 
     第１１位 吉田 隆志 （富山ＲＣ ・レディーセンプー） 
ｏ第２１競技 東海カップ         （２９人出場） 
     第１３位 前田晴美  （富山ＲＣ ・ナポレオン・デュ・パーク） 
ｏＪｒ－２ ジュニアライダー選手権    （２１人出場） 
     第 ８位 新村 朝子 （富山ＲＣ ・ナポレオン・デュ・パーク） 
     第１３位 小森 星  （富山ＲＣ ・トランプ） 



ｏＪｒ－３ ジュニアライダー選手権    （２２人出場） 
     第１６位 小森 星  （富山ＲＣ ・トランプ） 
 

◆ 第８回 京阪地区乗馬競技会（ｷｬﾛｯﾄﾎｰｽｼｮｰ） （１月１６日）  杉谷馬事公苑 
 ｏ第１競技 小障害飛越競技 オープン   Ａ班   （２６人出場） 
      第 ６位 竹田 浩志 （富山県馬連・サンバディー） 
 ｏ第２競技 小障害飛越競技 オープン   Ｂ班   （２６人出場） 
      第 ７位 竹田 浩志 （朝日ＲＣ ・ビー・ア・ウェイ） 
 
      第１２位 前田 晴美 （富山ＲＣ ・ナポレオン・デュ・パーク） 
 ｏ第２競技 小障害飛越競技 一般     Ａ班   （３２人出場） 
      第 ４位 水町 友香 （富山県馬連・ハイクオリティー） 
 ｏ第２競技 小障害飛越競技 一般     Ｂ班   （３８人出場） 
      第 ３位 水町 友香 （富山県馬連・フライヤー） 
      第１９位 永原 未幸 （朝日ＲＣ ・シェリー） 
 ｏ第３競技 小障害飛越競技 ジュニア        （２０人出場） 
      第 ２位 加藤 恵  （朝日ＲＣ ・ビー・ア・ウェイ） 
      第 ８位 中田 篤  （富山県馬連・フライヤー） 
      第１７位 岡田 晴幸 （富山県馬連・ハイクオリティー） 
ｏ第４競技 小障害飛越競技 婦人           （１９人出場） 
     第 ９位 稲垣 佳代子（朝日ＲＣ ・シェリー） 
ｏ第５競技 初心者障害飛越競技 一般         （２１人出場） 
     第１７位 崇田 和之 （富山ＲＣ ・マビリスオマトリン） 
ｏ第７競技 中障害飛越競技              （２０人出場） 
     第 ４位 前田 晴美 （富山ＲＣ ・ナポレオン・デュ・パーク） 
     第１５位 竹田 浩志 （朝日ＲＣ ・サンバディー） 

 
◆ 第３５回 新春馬術大会         （１月１５日）  杉谷馬事公苑 
ｏ第１競技 Ｌ級障害飛越競技 オープン    Ｂ班   （２５人出場） 
     第 ２位 前田 晴美 （富山ＲＣ ・ナポレオン・デュ・パーク） 
     第１７位 竹田 浩志 （朝日ＲＣ ・サンバディー） 
ｏ第２競技 Ｌ級障害飛越競技 一般      Ａ班   （２５人出場） 
     第 ７位 水町 友香 （立山ＲＣ ・ハイクオリティー） 
ｏ第２競技 Ｌ級障害飛越競技 一般      Ｂ班   （２９人出場） 
     第 ２位 永原 未幸 （朝日ＲＣ ・シェリー） 
     第 ４位 水町 友香 （立山ＲＣ ・フライヤー） 
     第 ７位 稲垣 佳代子（朝日ＲＣ ・ビー・ア・ウェイ） 
     第２０位 崇田 和之 （富山ＲＣ ・マビリスオマトリン） 



ｏ第３競技 Ｌ級障害飛越競技 婦人           （３８人出場） 
     第２４位 加藤 恵  （朝日ＲＣ ・シェリー） 
ｏ第４競技 Ｌ級障害飛越競技 少年少女         （１４人出場） 
     第 ３位 岡田 晴幸 （富山県馬連・ハイクオリティー） 
          第 ７位 稲垣 佳代子（朝日ＲＣ ・ビー・ア・ウェイ） 
     第１２位 中田 篤  （富山県馬連・フライヤー） 
 
◆ 第２５回 杉谷インドア・ホースショー   （２月５日～６日） 
                        杉谷馬事公苑 
ｏ第１競技 Ｌ Ｃｌａｓｓ Ｊｕｍｐｉｎｇ       （３２人出場） 
     第 ７位 竹田 宏美 （朝日ＲＣ ・サンバディー） 
     第 ８位 永原 未幸 （朝日ＲＣ ・シェリー） 
     第１６位 水町 友香 （富山県馬連・フライヤー） 
     第２１位 前田 晴美 （富山ＲＣ ・ナポレオン・デュ・パーク） 
     第２５位 岡田 晴幸 （富山県馬連・ハイクオリティー） 
     第２８位 角島 吉郎 （下村愛馬 ・カモフライト） 
     第３０位 崇田 和之 （富山ＲＣ ・マビリスオマトリン） 
ｏ第３競技 Ｌ Ｃｌａｓｓ Ｊｕｍｐｉｎｇ Ｌａｄｉｅｓ （１１人出場） 
     第 １位 前田 晴美 （富山県馬連・ハイクオリティー） 
     第 ４位 竹田 宏美 （富山県馬連・フライヤー） 
     第 ６位 永原 未幸 （朝日ＲＣ ・シェリー） 
ｏ第４競技 Ｌ Ｃｌａｓｓ Ｊｕｍｐｉｎｇ Ｊｕｎｉｏｒ （１７人出場） 
     第 ５位 加藤 恵  （富山県馬連・ハイクオリティー） 
     第 ６位 小森 星  （下村愛馬 ・カモフライト） 
     第１３位 小森 星  （富山ＲＣ ・マビリスオマトリン） 
     第１４位 稲垣佳代子 （富山県馬連・フライヤー） 
ｏ第５競技 Ｍ Ｃｌａｓｓ Ｊｕｍｐｉｎｇ        （２０人出場） 
     第 ７位 竹田 浩志 （朝日ＲＣ ・サンバディー） 
     第 ８位 前田 晴美 （富山ＲＣ ・ナポレオン・デュ・パーク） 
 


