
競技日： 7月2日（土） 8名
競技名： 第1競技　グリーンカップ 部班速歩班 0名

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹
1 本田　博子 ホンダ　ヒロコ 富士通馬術部 サンデーダンサー
2 潮﨑 千穂代 シオサキ　チホヨ 伊藤忠商事相互会乗馬部 ヒヤク
3 林　秀輔 ハヤシ　シュウスケ 日本農産工業（株）乗馬部 テラザウィウィン
4 木村　順子 キムラ　ジュンコ 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 マイネルハイウェイ
5 服部　早苗 ハットリ サナエ 富士通馬術部 ジョッキー
6 佐藤　あかね サトウ　アカネ パナソニック株式会社 しばの
7 志村　ゆかり シムラ　ユカリ 富士通馬術部 サンデーダンサー
8 山谷  佳名恵 ヤマヤ　カナエ 富士通馬術部 ヒヤク

【キャンセル】
No 氏名 フリガナ 所属団体 備考



競技日： 7月2日（土） 11名
競技名： 第2競技　グリーンカップ 部班駈歩班 0名

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹
1 江上　款 エガミ　マコト 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 サンデーダンサー
2 佐藤　あかね サトウ　アカネ パナソニック株式会社 ヒヤク
3 服部　早苗 ハットリ サナエ 富士通馬術部 テラザウィウィン
4 郡司　彩香 グンジ　アヤカ 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 マイネルハイウェイ
5 ⻑末　千晶 ナガスエ　チアキ 株式会社ワールドマーケット ジョッキー
6 本田　博子 ホンダ　ヒロコ 富士通馬術部 しばの
7 安居　淳一 ヤスイ　ジュンイチ 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 サンデーダンサー
8 渡部　由樹子 ワタナベ　ユキコ 富士通馬術部 ヒヤク
9 栗原　理 クリハラ オサム 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 テラザウィウィン
10 三好　裕子 ミヨシ　ユウコ 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 マイネルハイウェイ
11 木村　順子 キムラ　ジュンコ 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 ジョッキー

【キャンセル】
No 氏名 フリガナ 所属団体 備考



競技日： 7月2日（土） 10名
競技名： 第3競技　グリーンカップ JEFA2課目2013 3名

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹
1 郡司　彩香 グンジ　アヤカ 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部プリンスフォード
2 古賀　千尋 コガ　チヒロ 伊藤忠商事相互会乗馬部 マロンヒット
3 藤原　望 フジワラ　ノゾミ 茨城県庁乗馬部 トウカイインパクト
4 ラクール　パスカル ラクール　パスカル 富士通馬術部 プリンスフォード
5 三好　裕子 ミヨシ　ユウコ 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部マロンヒット
6 ⻑末　千晶 ナガスエ　チアキ 株式会社ワールドマーケット トウカイインパクト
7 賀川　こころ カガワ　ココロ 三井物産乗馬部 プリンスフォード
8 安居　淳一 ヤスイ　ジュンイチ 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部マロンヒット
9 藤井　千夏 フジイ　チナツ 伊藤忠商事相互会乗馬部 トウカイインパクト
10 服部　早苗 ハットリ サナエ 富士通馬術部 プリンスフォード
11 木村　順子 キムラ　ジュンコ 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部マロンヒット
12 渡部　由樹子 ワタナベ　ユキコ 富士通馬術部 トウカイインパクト
13 江上　款 エガミ　マコト 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部プリンスフォード

【キャンセル】
No 氏名 フリガナ 所属団体 備考



競技日： 7月2日（土） 8名
競技名： 第4競技　JEF A3課目 2013（ビギナー班） 2名

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹
1 玉置　晴之 タマキ　ハルユキ 富士通馬術部 ファルーカ
2 本田　亜利紗 ホンダ　アリサ 茨城県庁乗馬部 クリコ
3 周郷　裕子 スゴウ　ユウコ 東京都庁体育会乗馬部 ヒロツグ
4 牧嶋　和也 マキシマ　カズヤ 警視庁乗馬同好会 ウィンオーシャン
5 玉置　楓佳 タマキ　フウカ 富士通馬術部 クラスアクト
6 ⻑田　翔平 オサダ　ショウヘイ 警視庁乗馬同好会 ドウデス
7 本田　亜利紗 ホンダ　アリサ 茨城県庁乗馬部 ファルーカ
8 増田　崇人 マスダ　タカト 日本農産工業（株）乗馬部 クリコ
9 周郷　裕子 スゴウ　ユウコ 東京都庁体育会乗馬部 ヒロツグ
10 渡部　由樹子 ワタナベ　ユキコ 富士通馬術部 ウィンオーシャン

【キャンセル】
No 氏名 フリガナ 所属団体 備考



競技日： 7月2日（土） 6名
競技名： 第4競技　JEF A3課目 2013（一般班） 0名

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹
1 南波　由起 ナンバ　ユキ ソニー馬術部 クラスアクト
2 佐川　達也 サガワ　タツヤ ソニー馬術部 ドウデス
3 藤原　泉 フジワラ　イズミ 茨城県庁乗馬部 ファルーカ
4 木村　弥瑛 キムラ　ヤエ 日本農産工業（株）乗馬部 クリコ
5 ⻄村　仁 ニシムラ　ヒトシ 日本農産工業（株）乗馬部 ヒロツグ
6 南波　由起 ナンバ　ユキ ソニー馬術部 ウィンオーシャン

【キャンセル】
No 氏名 フリガナ 所属団体 備考



競技日： 7月2日（土） 29名

競技名： 0名

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹
1 三浦　敬次郎 ミウラ　ケイジロウ 警視庁乗馬同好会 モデルノ
2 田原　孝幸 タハラ　タカユキ 富士通馬術部 ウォーエレファント
3 本田　幸子 ホンダ　サチコ パナソニック株式会社 セブンスアンコール
4 荒井　洋子 アライ　ヨウコ 東京都庁体育会乗馬部 モデルノ
5 浜松　秀明 ハママツ　ヒデアキ パナソニック株式会社 ウォーエレファント
6 門叶　和樹 トガ　カズキ 富士通馬術部 セブンスアンコール
7 千澤　亮子 チザワ　リョウコ ソニー馬術部 モデルノ
8 若島　恵介 ワカシマ　ケイスケ トッパン・フォームズ（株） ウォーエレファント
9 ⿃塚　鈴子 トリヅカ　スズコ 特別区文化体育会乗馬部 セブンスアンコール
10 安田　英世 ヤスダ　ヒデヨ 警視庁乗馬同好会 モデルノ
11 片岡　紀子 カタオカ　ノリコ パナソニック株式会社 ウォーエレファント
12 森島　七重 モリシマ　ナナエ ソニー馬術部 セブンスアンコール
13 田中　美保 タナカ　ミホ パナソニック株式会社 モデルノ
14 ⿃塚　修 トリヅカ　オサム 特別区文化体育会乗馬部 ウォーエレファント

15 松本　昭子 マツモト　アキコ 警視庁乗馬同好会 ミッキー
16 角田　真紀 カクタ　マキ パナソニック株式会社 ヒカルライアン
17 佐川　達也 サガワ　タツヤ ソニー馬術部 ハヤカゼフリーデン
18 室町　健介 ムロマチ　ケンスケ 警視庁乗馬同好会 ミッキー
19 片岡　紀子 カタオカ　ノリコ パナソニック株式会社 ヒカルライアン
20 久保　知之 クボ　トモユキ 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部ハヤカゼフリーデン
21 荒井　洋子 アライ　ヨウコ 東京都庁体育会乗馬部 ミッキー
22 本田　幸子 ホンダ　サチコ パナソニック株式会社 ヒカルライアン
23 奥山　雅樹 オクヤマ　マサキ 警視庁乗馬同好会 ハヤカゼフリーデン
24 浜松　秀明 ハママツ　ヒデアキ パナソニック株式会社 ミッキー
25 千澤　亮子 チザワ　リョウコ ソニー馬術部 ヒカルライアン
26 佐伯　圭一 サイキ ケイイチ (株)日⽴国際電気馬術部 ハヤカゼフリーデン
27 増田　昇 マスダ　ノボル 警視庁乗馬同好会 ミッキー
28 若島　恵介 ワカシマ　ケイスケ トッパン・フォームズ（株） ヒカルライアン
29 髙桑　浩彰 タカクワ　ヒロアキ 日本農産工業（株）乗馬部 ハヤカゼフリーデン

【キャンセル】
No 氏名 フリガナ 所属団体 備考

第5競技　全日本社会人馬術選手権大会
馬場馬術課目 2015



競技日： 7月2日（土） 10名
競技名： 第6競技　ジムカーナ ペアリレー 6名

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹
1 三田　恭平 サンタ　キョウヘイ 警視庁乗馬同好会 ヒロツグ
1 ⻑田　翔平 オサダ　ショウヘイ 警視庁乗馬同好会 ウィンオーシャン
2 古賀　千尋 コガ　チヒロ 伊藤忠商事相互会乗馬部 クラスアクト
2 藤井　千夏 フジイ　チナツ 伊藤忠商事相互会乗馬部 ドウデス
3 本田　亜利紗 ホンダ　アリサ 茨城県庁乗馬部 ヒロツグ
3 藤原　望 フジワラ　ノゾミ 茨城県庁乗馬部 ウィンオーシャン
4 本田　博子 ホンダ　ヒロコ 富士通馬術部 クラスアクト
4 ラクール　パスカル ラクール　パスカル 富士通馬術部 ドウデス
5 三浦　敬次郎 ミウラ　ケイジロウ 警視庁乗馬同好会 ヒロツグ
5 室町　健介 ムロマチ　ケンスケ 警視庁乗馬同好会 ウィンオーシャン
6 大高　広道 オオタカ　ヒロミチ 日本農産工業（株）乗馬部 クラスアクト
6 藪田　直治 ヤブタ　ナオハル 日本農産工業（株）乗馬部 ドウデス
7 賀川　こころ カガワ　ココロ 三井物産乗馬部 ヒロツグ
7 田村　⻑之 タムラ　ナガユキ 日本農産工業（株）乗馬部 ウィンオーシャン
8 牧嶋　和也 マキシマ　カズヤ 警視庁乗馬同好会 クラスアクト
8 増田　昇 マスダ　ノボル 警視庁乗馬同好会 ドウデス

【キャンセル】
No 氏名 フリガナ 所属団体 備考



競技日： 7月2日（土） 10名
競技名： 第７競技　パ・ド・ドゥ 0名

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹
1 和田　莉代子 ワダ　リヨコ 富士通馬術部 サンデーダンサー
1 安藝　知世 アキ　トモヨ 富士通馬術部 ヒヤク
2 田中　美保 タナカ　ミホ パナソニック株式会社 テラザウィウィン
2 角田　真紀 カクタ　マキ パナソニック株式会社 マイネルハイウェイ
3 鈴木　あみ スズキ　アミ エグゼクティブコーチ㈱馬術部 プリンスフォード
3 久保　知之 クボ　トモユキ 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 マロンヒット
4 小穴　幸子 コアナ　サチコ 伊藤忠商事相互会乗馬部 サンデーダンサー
4 安部　純澄 アベ　スミト 皇宮警察本部 ヒヤク
5 奥山　雅樹 オクヤマ　マサキ 警視庁乗馬同好会 テラザウィウィン
5 松本　昭子 マツモト　アキコ 警視庁乗馬同好会 マイネルハイウェイ

【キャンセル】
No 氏名 フリガナ 所属団体 備考



競技日： 7月3日（日） 6名
競技名： 第8競技　グリーンカップ ジムカーナ速歩班 2名

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹
1 脇田　芳二 ワキタ　ヨシジ 富士通馬術部 テラザウィウィン
2 山谷  佳名恵 ヤマヤ　カナエ 富士通馬術部 マイネルハイウェイ
3 白川　晴美 シラカワ　ハルミ 日⽴国際電気 ドウデス
4 本田　博子 ホンダ　ヒロコ 富士通馬術部 モデルノ
5 服部　早苗 ハットリ サナエ 富士通馬術部 セブンスアンコール
6 植松　秀太 ウエマツ　シュウタ 日⽴国際電気 テラザウィウィン
7 志村　ゆかり シムラ　ユカリ 富士通馬術部 マイネルハイウェイ
8 渡部　由樹子 ワタナベ　ユキコ 富士通馬術部 ドウデス

【キャンセル】
No 氏名 フリガナ 所属団体 備考



競技日： 7月3日（日） 8名
競技名： 第9競技グリーンカップ ジムカーナ駈歩班 2名

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹
1 渡部　由樹子 ワタナベ　ユキコ 富士通馬術部 モデルノ
2 ⻑末　千晶 ナガスエ　チアキ 株式会社ワールドマーケット セブンスアンコール
3 服部　早苗 ハットリ サナエ 富士通馬術部 テラザウィウィン
4 植松　秀太 ウエマツ　シュウタ 日⽴国際電気 マイネルハイウェイ
5 本田　博子 ホンダ　ヒロコ 富士通馬術部 ドウデス
6 東海　愛 トウカイ　アイ トッパン・フォームズ（株） モデルノ
7 山谷  佳名恵 ヤマヤ　カナエ 富士通馬術部 セブンスアンコール
8 白川　晴美 シラカワ　ハルミ 日⽴国際電気 テラザウィウィン
9 脇田　芳二 ワキタ　ヨシジ 富士通馬術部 マイネルハイウェイ
10 栗原　理 クリハラ オサム 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 ドウデス

【キャンセル】
No 氏名 フリガナ 所属団体 備考



競技日： 7月３日（日） 11名
競技名：  第10競技グリーンカップ　　ビギナーズジャンプ 60cm 7名

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹
1 服部　早苗 ハットリ サナエ 富士通馬術部 モデルノ
2 江上　款 エガミ　マコト 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 セブンスアンコール
3 大高　広道 オオタカ　ヒロミチ 日本農産工業（株）乗馬部 テラザウィウィン
4 東　信彦 アズマ　ノブヒコ 日⽴国際電気 マイネルハイウェイ
5 渡部　由樹子 ワタナベ　ユキコ 富士通馬術部 ドウデス
6 福地 由佳子 フクチ ユカコ 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 モデルノ
7 東海　愛 トウカイ　アイ トッパン・フォームズ（株） セブンスアンコール
8 植松　秀太 ウエマツ　シュウタ 日⽴国際電気 テラザウィウィン
9 本田　博子 ホンダ　ヒロコ 富士通馬術部 マイネルハイウェイ
10 栗原　理 クリハラ オサム 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 ドウデス
11 古賀　千尋 コガ　チヒロ 伊藤忠商事相互会乗馬部 モデルノ
12 牧嶋　和也 マキシマ　カズヤ 警視庁乗馬同好会 セブンスアンコール
13 玉置　楓佳 タマキ　フウカ 富士通馬術部 テラザウィウィン
14 白川　晴美 シラカワ　ハルミ 日⽴国際電気 マイネルハイウェイ
15 本田　亜利紗 ホンダ　アリサ 茨城県庁乗馬部 ドウデス
16 脇田　芳二 ワキタ　ヨシジ 富士通馬術部 モデルノ
17 藤原　望 フジワラ　ノゾミ 茨城県庁乗馬部 セブンスアンコール
18 藪田　直治 ヤブタ　ナオハル 日本農産工業（株）乗馬部 テラザウィウィン

【キャンセル】
No 氏名 フリガナ 所属団体 備考



競技日： 7月3日（日） 6名
競技名： 第11競技　小障害飛越80cm (ビギナー) 5名

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹
1 牧嶋　和也 マキシマ　カズヤ 警視庁乗馬同好会 マイネルハイウェイ
2 玉置　晴之 タマキ　ハルユキ 富士通馬術部 ドウデス
3 乾　駿一郎 イヌイ　シュンイチロウ 日本農産工業（株）乗馬部 モデルノ
4 塩野　敦子 シオノ　アツコ NTT馬術部 セブンスアンコール
5 ラクール　パスカル ラクール　パスカル 富士通馬術部 テラザウィウィン
6 福地 由佳子 フクチ ユカコ 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 マイネルハイウェイ
7 石川　治 イシカワ　オサム パナソニックシステムネットワークス（株）馬術部ドウデス
8 ⻑田　翔平 オサダ　ショウヘイ 警視庁乗馬同好会 モデルノ
9 東　信彦 アズマ　ノブヒコ 日⽴国際電気 セブンスアンコール
10 佐々木　悠介 ササキ　ユウスケ 日本農産工業（株）乗馬部 テラザウィウィン
11 玉置　楓佳 タマキ　フウカ 富士通馬術部 マイネルハイウェイ

【キャンセル】
No 氏名 フリガナ 所属団体 備考



競技日： 7月３日（日） 21名
競技名： 第12競技　小障害飛越80cm (一般班) 6名

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹
1 門叶　和樹 トガ　カズキ 富士通馬術部 ヒロツグ
2 相澤　博美 アイザワヒロミ 茨城県庁乗馬部 ウィンオーシャン
3 増田　昇 マスダ　ノボル 警視庁乗馬同好会 クラスアクト
4 ラクール　パスカル ラクール　パスカル 富士通馬術部 ファルーカ
5 樫木　英恵 カシキ　ハナエ (株)日⽴国際電気馬術部 ウォーエレファント
6 大場　康史 オオバ　ヤスシ 日本農産工業（株）乗馬部 ミッキーシャイン
7 荻津　一浩 オギツ　カズヒロ 茨城県庁乗馬部 ヒロツグ
8 市川　裕一 イチカワ　ヒロカズ 三井物産乗馬部 ウィンオーシャン
9 犬山　哲 イヌヤマ　サトシ パナソニックシステムネットワークス（株）馬術部クラスアクト
10 若島　恵介 ワカシマ　ケイスケ トッパン・フォームズ（株） ファルーカ
11 室町　健介 ムロマチ　ケンスケ 警視庁乗馬同好会 ウォーエレファント
12 増田　恵 マスダ　メグミ 日本農産工業（株）乗馬部 ミッキーシャイン
13 角田　真紀 カクタ　マキ パナソニック株式会社 ヒロツグ
14 田原　孝幸 タハラ　タカユキ 富士通馬術部 ウィンオーシャン
15 藤原　泉 フジワラ　イズミ 茨城県庁乗馬部 クラスアクト
16 中島　慶彦 ナカジマ　ヨシヒコ 日⽴国際電気 ファルーカ
17 細川 浩志 ホソカワ　ヒロシ トッパン・フォームズ（株） ウォーエレファント
18 石川　治 イシカワ　オサム パナソニックシステムネットワークス（株）馬術部ミッキーシャイン
19 安藤　洵 アンドウ　ジュン 富士通馬術部 ヒロツグ
20 松山　弘文 マツヤマ　ヒロフミ 三井物産乗馬部 ウィンオーシャン
21 平田　慎治 ヒラタ　シンジ 東京都庁体育会乗馬部 クラスアクト
22 小松　正彦 コマツ　マサヒコ 日⽴国際電気 ファルーカ
23 安藝　知世 アキ　トモヨ 富士通馬術部 ウォーエレファント
24 ⽴崎　政男 タツザキ　マサオ 茨城県庁乗馬部 ミッキーシャイン
25 藤巻　優香 フジマキ　ユウカ 警視庁乗馬同好会 ヒロツグ
26 田村　⻑之 タムラ　ナガユキ 日本農産工業（株）乗馬部 ウィンオーシャン
27 和田　莉代子 ワダ　リヨコ 富士通馬術部 クラスアクト

【キャンセル】
No 氏名 フリガナ 所属団体 備考



競技日： 7月3日（日） 24名
競技名： 第13競技　小障害飛越 90cm 4名

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹
1 安藝　知世 アキ　トモヨ 富士通馬術部 楽風
2 三浦　敬次郎 ミウラ　ケイジロウ 警視庁乗馬同好会 ザンドロボーイ
3 佐伯　圭一 サイキ ケイイチ (株)日⽴国際電気馬術部 ひまわリ
4 細川 浩志 ホソカワ　ヒロシ トッパン・フォームズ（株） ダンク
5 荻津　一浩 オギツ　カズヒロ 茨城県庁乗馬部 バリオ
6 田原　孝幸 タハラ　タカユキ 富士通馬術部 楽風
7 若松 ⿇⾥ ワカマツ マリ (株)日⽴国際電気馬術部 ザンドロボーイ
8 市川　裕一 イチカワ　ヒロカズ 三井物産乗馬部 ひまわリ
9 三田　恭平 サンタ　キョウヘイ 警視庁乗馬同好会 ダンク
10 小穴　幸子 コアナ　サチコ 伊藤忠商事相互会乗馬部 バリオ
11 若島　恵介 ワカシマ　ケイスケ トッパン・フォームズ（株） 楽風
12 安藤　洵 アンドウ　ジュン 富士通馬術部 ザンドロボーイ
13 中島　慶彦 ナカジマ　ヨシヒコ 日⽴国際電気 ひまわリ
14 ⻄村　仁 ニシムラ　ヒトシ 日本農産工業（株）乗馬部 ダンク
15 松本　昭子 マツモト　アキコ 警視庁乗馬同好会 バリオ
16 薗部　亜矢子 ソノベ　アヤコ ソニー馬術部 楽風
17 田中　美保 タナカ　ミホ パナソニック株式会社 ザンドロボーイ
18 和田　莉代子 ワダ　リヨコ 富士通馬術部 ひまわリ
19 竹本　有希 タケモト　ユキ 日⽴国際電気 ダンク
20 増田　崇人 マスダ　タカト 日本農産工業（株）乗馬部 バリオ
21 藤巻　優香 フジマキ　ユウカ 警視庁乗馬同好会 楽風
22 大⿃井　浩一 オオトリイ　コウイチ トッパン・フォームズ（株） ザンドロボーイ
23 松山　弘文 マツヤマ　ヒロフミ 三井物産乗馬部 ひまわリ
24 門叶　和樹 トガ　カズキ 富士通馬術部 ダンク
25 佐々木　功 ササキ　イサオ 皇宮警察本部 バリオ
26 増田　恵 マスダ　メグミ 日本農産工業（株）乗馬部 楽風
27 碓井　滋敏 ウスイ　シゲトシ 富士通馬術部 ザンドロボーイ
28 小松　正彦 コマツ　マサヒコ 日⽴国際電気 ひまわリ

【キャンセル】
No 氏名 フリガナ 所属団体 備考



競技日： 7月3日（日） 21名

競技名： 1名

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹
1 中島　慶彦 ナカジマ　ヨシヒコ 日⽴国際電気 ファルーカ
1 小松　正彦 コマツ　マサヒコ 日⽴国際電気 ウィンオーシャン
2 増田　昇 マスダ　ノボル 警視庁乗馬同好会 ミッキーシャイン
3 藤巻　優香 フジマキ　ユウカ 警視庁乗馬同好会 ヒロツグ
3 ⿃塚　修 トリヅカ　オサム 特別区文化体育会乗馬部 ウォーエレファント
3 ⿃塚　鈴子 トリヅカ　スズコ 特別区文化体育会乗馬部 クラスアクト
4 松山　弘文 マツヤマ　ヒロフミ 三井物産乗馬部 ファルーカ
4 市川　裕一 イチカワ　ヒロカズ 三井物産乗馬部 ウィンオーシャン
5 相澤　博美 アイザワヒロミ 茨城県庁乗馬部 ミッキーシャイン
5 藤原　泉 フジワラ　イズミ 茨城県庁乗馬部 ヒロツグ
6 奥山　雅樹 オクヤマ　マサキ 警視庁乗馬同好会 ウォーエレファント
6 松本　昭子 マツモト　アキコ 警視庁乗馬同好会 クラスアクト
7 若松 ⿇⾥ ワカマツ マリ (株)日⽴国際電気馬術部 ファルーカ
7 児玉　彰 コダマ　アキラ SOMPOホールディングス馬術部 ウィンオーシャン
8 大⿃井　浩一 オオトリイ　コウイチ トッパン・フォームズ（株） ミッキーシャイン
8 細川 浩志 ホソカワ　ヒロシ トッパン・フォームズ（株） ヒロツグ
9 碓井　滋敏 ウスイ　シゲトシ 富士通馬術部 ウォーエレファント
9 和田　莉代子 ワダ　リヨコ 富士通馬術部 クラスアクト
10 佐伯　圭一 サイキ ケイイチ (株)日⽴国際電気馬術部 ファルーカ
10 樫木　英恵 カシキ　ハナエ (株)日⽴国際電気馬術部 ウィンオーシャン
11 鈴木　あみ スズキ　アミ エグゼクティブコーチ㈱馬術部 ミッキーシャイン
11 久保　知之 クボ　トモユキ 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 ヒロツグ

【キャンセル】
No 氏名 フリガナ 所属団体 備考

第14競技　ゴールデンカップ
小障害飛越 80cmペアリレー


