
エントリー数 下見時間 開始時間 終了予測

3 9:45 10:00 ～10：10

5 9:45 10:20 ～10：36

4 9:45 10:40 ～10：48

5 9:45 10:55 ～11：05

3 11:15 11:30 ～11：36

2 11:50 12:05 ～12：15

23 13:30 13:45 ～15：00

12 13:30 15:00 ～15：40

（注意事項）

　・競技の進行状況により、各競技の開始時間は変動する可能性がありますので、ご了承下さい。

　　開始時間が早まる可能性もあるので、お早めにご来場下さい。

　　障害競技に出場される方は、下見の30分前にはお越し下さいますようお願い致します。

　　ジムカーナ競技に出場される方は、12：30にはお越し下さいますようお願い致します。

　 出場される競技の開始30分前には乗馬協会内にてお待ちくださいますようお願い致します。

　※同日は駐車場の混雑が予想されます。

　　　お時間には余裕を持ってのご来場をお願い致します。

★連絡事項★
（競技関係）

※各競技の馬出し、準備運動開始時間は”洗い場待機スタッフ”がおりますので、そのスタッフの指示に

　　従って下さい。

※障害飛越競技の経路図は当日の貼りだしのみとなります。

※馬の故障やエントリーの変更により騎乗馬・順番等が変更になることがありますので

　あらかじめご了承ください。

　当日、最新のエントリー表を掲示いたしますのでご確認ください。

（昼食関係）

※今回の競技に参加される方には、軽食1食分をご用意しております。準備が出来ましたら　

　ご案内いたしますので食券をクラブハウス下の受付で受け取っていただき、出店ブースにて引き換えてください。

（送迎ワゴンについて）

ご利用の方は必ずあらかじめご予約ください。祝日ですので大久保発着となりますのでご注意下さい。

（その他）

※ご不明な点がございましたら、明石乗馬協会までご連絡ください。

第2競技　障害飛越：横木

午前の部　表彰＆アトラクション

078-935-8900

明石乗馬協会

表彰式＆閉会式

第8競技　ジムカーナ競技　(タイムアタック)

第7競技　ジムカーナ競技　(基準タイム)

第6競技　障害飛越：80ｃｍ

第4競技　障害飛越：60cm

第1競技　フレンドシップ競技

第5競技　障害飛越：70ｃｍ

★タイムスケジュール★

第3競技　障害飛越：クロス

競技種目



下見時刻　9：45～

競技開始　10：00～

終了予測　～10：10

出番 選手名 馬名 タイム

1 佐藤　由紀 慧 検定

2 大皿　佳奈 風麻

3 宮崎　ひとみ 慧 検定

下見時刻　9：45～

競技開始　10：20～

終了予測　～10：36

出番 選手名 馬名 タイム 順位

1 石川　莉子 バンブルB

2 富樫　夕紀 リッキー

3 平田　久仁夫 まめ

4 平田　益弘 風麻

5 有田　文子 リッキー

下見時刻　9：45～

競技開始　10：40～

終了予測　～10：48

出番 選手名 馬名 タイム 順位

1 前田　奈々緒 不知火Ⅱ

2 大皿　佳奈 明樹

3 嶋田　亘克 明飛夢

4 杉本　悠奈 山彦Ⅱ

下見時刻　9：45～

競技開始　10：55～

終了予測　～11：05

出番 選手名 馬名 タイム 順位

1 嶋田　亘克 明飛夢

2 諸石　ひかり 不知火Ⅱ

3 大皿　佳奈 リッキー

4 原田　光 明樹

5 西森　琴 時仁

下見時刻　11：15～

競技開始　11：30～

終了予測　～11：36

出番 選手名 馬名 タイム

1 林　恵理奈 まめ

2 澄川　太郎 リッキー

3 諸石　ひかり バンブルB

第1競技　フレンドシップ競技

第2競技　障害飛越：横木

第3競技　障害飛越：クロス

第4競技　障害飛越：60ｃｍ

第5競技　障害飛越：70ｃｍ



下見時刻　11：50～

競技開始　12：05～

終了予測　～12：15

出番 選手名 馬名 タイム 順位

1 原田　光 風麻

2 横山　結香 不知火Ⅱ

下見時刻　13：30～

競技開始　13：45～

終了予測　～15：00

出番 選手名 馬名 タイム 順位

1 廣瀬　航輔(Jr) ピース

2 本多　健裕(Jr) トラ

3 小田　橙生(Jr) シュウ

4 庄司　祐子 明牙

5 雀部　恵太Jr) 藁火

6 辻本　純子 リッキー

7 和田　茉莉亜(Jr) ピース

8 ポーレンジェイコブ(Jr) トラ

9 和田　晏奈(Jr) ココ

10 富樫　夕紀 シュウ

11 藤本　真由 藁火

12 天川　紀子 明牙

13 伊豆井　悠真(Jr) 岳富

14 嶋田　亘希(Jr) トラ

15 石川　莉子(Jr) ピース

16 今村　虎楠（Jr) 岳富

17 嶋田　悠人（Jｒ） ココ

18 原田　晴太朗(Jr) シュウ

19 松田　葵(Jr) 陽汰

20 杉本　友美 歩智

21 江口　大和(Jr) 岳富

22 波岡　健治 蛍

23 有田　文子 陽

第7競技　ジムカーナ競技(基準タイム)

第6競技　障害飛越：80ｃｍ

午前の部　表彰＆ARAHF　アトラクション　12：45～



下見時刻　13：30～

競技開始　15：00～

終了予測　～15：45

出番 選手名 馬名 タイム 順位

1 嶋田　亘希（Jr） ココ

2 前田　菜々緒（Jr） バンブルB

3 高原　佳子 シュウ

4 青木　琴音（Jr） 藁火

5 鶴田　和美 パズー

6 松田　葵(Jr) ココ

7 石川　莉子（Jr） バンブルB

8 小田　橙生(Jr) シュウ

9 伊豆井　悠真（Jr） 藁火

10 杉本　友美 岳富

11 嶋田　悠人(Jr) シュウ

12 廣瀬　航輔(Jr) ココ

→ 表彰なし

→ 3位まで

→ 3位まで

→ 3位まで

→ 3位まで

→ 2位まで

・第7競技    ジムカーナ(規定タイム) → 成年班・ジュニア班それぞれ3位まで

・第8競技    ジムカーナ(タイムアタック) → 成年班・ジュニア班それぞれ3位まで

・第1競技　　フレンドシップ競技

・第3競技　　障害飛越：クロス

・第4競技　　障害飛越：60ｃｍ

・第2競技　　障害飛越：横木

・第5競技　　障害飛越：70ｃｍ

・第6競技　　障害飛越：80ｃｍ

第8競技　ジムカーナ競技(タイムアタック)


