
★タイムスケジュール★
競技種目 エントリー数 開始時間 終了予測

第１競技　　部班競技～速歩班～　(成年班・ジュニア班) 2 9:30 9:40

第2競技　　部班競技～駈歩班～(成年班・ジュニア班) 5 9:40 10:00

第3競技　　ドレッサージＡ3課目 3 10:10 10:34

11:00

第4競技　　ドレッサージＡ2課目 16 11:50 13:42

第5競技　　ドレッサージＡ1課目 10 13:50 15:00

第6競技　 1 15:20 15:30

第7競技　　ドレッサージＬ１課目 6 15:30 16:30

（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。

馬場馬術競技に出場される方は、出番の1時間前にはお越しくださいますようお願いいたします。

　　

★連絡事項★
（競技関係）

※各競技の馬だし、準備運動開始時間は”洗蹄所待機スタッフ”がおりますので、そのスタッフの指示に

　　従って下さい。

※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。

※馬場馬術に出場される方へのお願い※
①演技馬場横の練習馬場は最大２頭でお願いいたします。

②馬場に馬を出す場合は早くても４頭前でお願いいたします。

③準備運動は出場順番の早い選手優先でお願いいたします。

④騎乗される馬匹がその日１鞍目で早めに馬場へ出られる事をご希望の場合は洗蹄所スタッフにご相談ください。

⑤競技進行の都合上、出番の時間が変更する場合がありますのでご了承下さい。

（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必ずお持ちになっていただき、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）

※当日の便は通常の火曜日のダイヤにて運行します。

　ご利用の方は必ずあらかじめご予約ください。大久保駅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。 078-935-8900

部班表彰式　＆　ARAHFスタッフアトラクション

馬場馬術表彰式

馬場馬術A3課目LV2009B

明石乗馬協会



競技開始 9:30～

終了予測 ～9:40

成年班

出番 選手名 馬名 順位

1 藤本　真由 藁火

ジュニア班

出番 選手名 馬名 順位

1 吉田　陽樹 ココ

競技開始 9:40～

終了予測 ～10:00

成年班

出番 選手名 馬名 グループ 順位

1 天川　紀子 明牙 Ａ

2 牛尾　弥綾 陽花 Ａ

3 富樫　夕紀 明雪 Ａ

4 波岡　健治 明牙 Ｂ

ジュニア班

出番 選手名 馬名 グループ 順位

1 廣瀬　航輔 ピース Ｂ

競技開始 10:10～

終了予測 ～10:34

出番 選手名 馬名 出場時間 ％ 順位

1 長山　紀子 山吹 10:10

（検定） 2 Ａ.Ｓ 仁瑚琉 10:18

3 白神　明子 明騾 10:26

～駈歩班～

第1競技　部班競技 ～速歩班～

第2競技　部班競技

第3競技　ドレッサージA3課目

＊表彰式（部班競技）&ARAスタッフ　アトラクション　11:00～



開始時刻 11:50～

終了予測 ～13:42

出番 選手名 馬名 出場時間 ％ 順位

1 上村　美宇 嶬我 11:50

2 Ｅ.Ｍ 明輝 11:57

3 幸松　由紀子 螢 12:04

4 井上　弘子 明雪 12:11

5 横田　ひろみ 慧 12:18

6 温湯　恵子 嶬我 12:25

7 塩谷　映子 パズー 12:32

8 高橋　貞美 仁瑚琉 12:39

9 横家　佳子 明騾 12:46

10 佐田野　雅恵 まめ 12:53

11 橋本　由美 陽柊 13:00

12 Ｅ.Ｍ 山彦Ⅱ 13:07

（検定） 13 大皿　佳奈 螢 13:14

14 新井　達雄 明輝 13:21

15 上村　美宇 曌 13:28

16 松田　卓爾 嶬我 13:35

※A2課目はシルバークラス以上、ブロンズクラス以上で分けて表彰します。

開始時刻 13:50～

終了予測 ～15:00

出番 選手名 馬名 出場時間 ％ 順位

1 石原　奈緒 山彦Ⅱ 13:50

2 富樫　夕紀 螢 13:57

（検定） 3 宮崎　ひとみ 仁瑚琉 14:04

4 幸松　由紀子 岳富 14:11

（検定） 5 多賀井　正宏 山彦Ⅱ 14:18

（検定） 6 多賀井　規代子 明輝 14:25

7 横家　佳子 陽炎 14:32

（検定） 8 杉本　悠奈 風麻 14:39

（検定） 9 富樫　夕紀 仁瑚琉 14:46

（検定） 10 大久保　慶子 山彦Ⅱ 14:53

※馬場を20×40から20×60に組み替え(所要時間20分)

第4競技　ドレッサージA2課目

第5競技　ドレッサージA1課目



開始時刻 15:20～

終了予測 15:30

出番 選手名 馬名 出場時間 ％ 順位

（検定） 1 小山　美菜子 山吹 15:20

開始時刻 15:30～

終了予測 ～16:30

出番 選手名 馬名 出場時間 ％ 順位

1 松田　卓爾 明騾 15:30

2 柴田　昌子 クリスタル 15:40 OP参加

3 藤岡　剛 金剛 15:50 OP参加

4 佐々木　梢 山彦Ⅱ 16:00

5 温湯　恵子 明騾 16:10

6 Ｍ.Ｙ 山吹 16:20

入賞対象

　※3位までが入賞リボン・1位の方には賞品が授与されます。

・第1競技    部班競技 速歩班 →

・第2競技    部班競技 駈歩班 → 成年班3位・ジュニア班1位まで

・第3競技   ドレッサージA3課目 → 3位まで

→ シルバークラス以上3位まで

ブロンズクラス以上1位まで

→ 3位まで

→ 1位まで

→ 3位まで

・第4競技　 ドレッサージA2課目

成年班1位・ジュニア班1位まで

第7競技　ドレッサージL1課目

＊表彰式（馬場馬術競技）　　L1課目終了次第

・第5競技　 ドレッサージA1課目

・第6競技  馬場馬術A3課目LV2009B

第6競技　馬場馬術A3課目LV2009B

・第7競技   ドレッサージL-1課目


