
平成 29 年 2 月 22 日 

会員団体 各位 

日本社会人団体馬術連盟 

 競技委員会 

 

第 35 回 全日本社会人馬術選手権大会ファイナル 

スケジュール等のご連絡 

 

霜寒の候、会員団体の皆様におかれましては、ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

標記大会につきまして、スケジュール等の連絡事項をお送りいたします。 

各団体内での周知をよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

1. 選手・派遣役員・馬取扱者： 別添 1 のとおり 

2. スケジュール： 別添 2 のとおり 

3. 選手・団体派遣役員・馬取扱者の昼食（お弁当）について 

3/11（土）、3/12（日）ともに各競技は半日で終了の見込みですが、選手・団体派遣役員・馬取扱者

の方々には昼食を準備いたします。不要の場合はお手数ですが 2/24（金）正午までに事務局へご

連絡ください。なお、応援等で必要な方は弁当申込書にて申し込んでください。 

4. 3/12（日）のジャンピング馬取扱者の従事期間について 

本来、担当馬匹の退厩まで従事いただくことになっていますが、競技終了が 12 時前、退厩予定が

16 時以降と時間が開くため、従事期間を担当馬匹の手入れまでと変更します。 

なお、お時間のある方（ドレッサージュ応援、見学など）は退厩作業にご協力ください。 

5. ボディプロテクター着用について（ジャンピング競技） 

今年度の第 35 回全日本社会人馬術選手権大会シリーズ（スプリング、オータム）ジャンピングにお

いて、3 件の傷害事故（骨折 2 件、脳震盪 1 件）が発生しました。 

また、事故に至らないまでも、お借りする馬匹の能力に参加選手の騎乗技術が対応できない事象

が見受けられます。 

そのほか、騎乗馬の予期せぬ動き（物見など）による落馬事故の可能性もあります。 

参加選手におかれましては、十分な練習を行なうとともに、万一に備えた傷害保険の加入をお願い

しておりますが、加えて、騎乗中のボディプロテクター（ベスト）着用を推奨いたします。 

6. 緊急連絡先提出及び把握のお願い： 別添 3 を選手単位で記入の上、当日お持ちください 

3.に記載の傷害事故においては、いずれも幸いにも大事には至りませんでしたが、所属団体関係

者やご親族との連絡がなかなか取れない状況がございました。 

万一の際に備え、参加選手はメディカル情報を大会本部に提出いただくとともに各団体においても

把握されておきますよう、よろしくお願いします。 

以上



（別添 1） 

 

第 35 回全日本社会人馬術選手権大会 ファイナル ドレッサージュ 

出場選手・派遣役員・馬取扱者 

 

No. 選手氏名 所 属 団 体 派遣役員 馬取扱者 

1 小穴 幸子 伊藤忠商事相互会乗馬部 
鈴木 貴晴 

潮崎 千穂代 
中村 比呂子

2 三田 恭平 警視庁乗馬同好会 

勝又 泰士 

三浦 敬次郎 

牧嶋 和也 

水田 昭子 
3 増田 昇 警視庁乗馬同好会 

4 安田 英世 警視庁乗馬同好会 

5 安部 純澄 皇宮警察本部 --- 森岡 裕子 

6 工藤 豊 衆議院乗馬会 山崎 幹子 山岸 広史 

7 木村 郁実 東京都庁体育会乗馬部 能勢 満司 
荒井 洋子 

周郷 裕子 

8 大鳥井 浩一 トッパン・フォームズ（株）馬術部 
柳 将徳 

小幡 圭一 
早川 太郎 

9 大島 由美子 パナソニック馬術部 

鶴見 直大 

竹村 博行 

浜松 秀明 

毛利 拓生 
10 角田 真紀 パナソニック馬術部 

11 田中 寛子 パナソニック馬術部 

12 佐伯 圭一 （株）日立国際電気馬術部 --- 小林 達也 

13 中岡 義晴 スリーエムジャパン馬術愛好会 --- --- 

14 佐伯 俊彦 JR 東海馬術部 --- --- 

15 西村 仁 日本農産工業（株）馬術部 --- --- 

16 関 美雪 税理士法人山田＆パートナーズ乗馬同好会 --- --- 

 

   ※団体表彰は表彰条件を満たしていないため実施しません。 

        対象団体（2 名以上の選手が出場する正会員団体）が 3 団体以上の場合に実施 

 

 

 

 

 

 



（別添 1 続き） 

 

第 35 回全日本社会人馬術選手権大会 ファイナル ジャンピング 

出場選手・派遣役員・馬取扱者 

 

No. 選手氏名 所 属 団 体 派遣役員 馬取扱者 

1 小穴 幸子 伊藤忠商事相互会乗馬部 鈴木 貴晴 笠 七美花 

2 田中 希 警視庁乗馬同好会 水田 昭子 
山本 明美 

弓削 圭佑 

3 出口 太一 社会人昭和大学ライディングチーム 
昭和大学 

学生 

昭和大学 

学生 
4 諸岡 真澄 社会人昭和大学ライディングチーム 

5 大鳥井 浩一 トッパン・フォームズ（株）馬術部 

若島 恵介 服部 なな 6 小幡 圭一 トッパン・フォームズ（株）馬術部 

7 細川 浩志 トッパン・フォームズ（株）馬術部 

8 久保 知之 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 --- 栗原 理 

9 角田 真紀 パナソニック馬術部 

大島 由美子 中村 善彦 

10 竹村 博行 パナソニック馬術部 

11 田中 寛子 パナソニック馬術部 

12 鶴見 直大 パナソニック馬術部 

13 堀  豊 パナソニック馬術部 

14 碓井 滋敏 富士通（株）馬術部 和田 莉代子 
門叶 和樹 

安藤 洵 

15 鈴木 あみ エグゼクティブコーチ（株）馬術部 --- 谷津 芳樹 

16 森島 七重 ソニー馬術部 千澤 亮子 
中畑 由紀子

小嶋 芳岳 

  



（別添 2） 

※当日の進行により、前倒し等、変更する場合があります。  

競技スケジュール（予定） 

日付 ドレッサージュ ジャンピング 

3/11 

(土) 

 9:00 役員・馬取扱者集合 

 9:30 選手集合：1 回戦抽選 

 【1 回戦】1 鞍目 

10:00 使用馬匹準備運動開始（4 頭） 

10:30 競技開始（8 鞍×2 面） 

11:34 競技終了 

 

 

 

 

 

11:30 CD コース確認 

 13:00 役員・馬取扱者集合 

     選手集合：1 回戦抽選、コース下見 

【1 回戦】 

13:50 使用馬匹準備運動・試走（8 頭） 

14:20 競技開始（32 鞍） 

15:24 競技終了 

     準決勝抽選、コース組換 

3/12 

(日) 

  コースオープン 

 8:00 役員・馬取扱者集合 

 8:30 選手集合（連絡事項伝達） 

【準決勝】 

 8:50 使用馬匹準備運動・試走（4 頭） 

 9:20 競技開始（16 鞍） 

 9:52 競技終了 

     コース組換・馬場整備・決勝抽選・コース下見 

【決勝】 

10:22 使用馬匹準備運動・試走（2 頭） 

10:42 競技開始（8 鞍） 

11:03 競技終了 

11:18 表彰式 

11:40 役員・馬取扱者集合 

11:50 選手集合（連絡事項伝達） 

【1 回戦】2 鞍目 

12:10 使用馬匹準備運動（4 頭） 

12:40 競技開始（8 鞍×2 面） 

13:44 競技終了 

14:14 成績発表・決勝抽選 

【決勝】 

14:14 使用馬匹準備運動（2 頭） 

14:44 競技開始（8 鞍×1 面） 

15:45 競技終了 

16:15 表彰式 

 

退厩 



（別添 3） 

 

大会参加者 メディカル情報 

 

氏名（かな）                           （                      ）

団体名  

緊急連絡先① 氏名（かな）                  （                      ）

電話番号  

続柄  

緊急連絡先② 氏名（かな）                  （                      ）

電話番号  

続柄  

服用薬  無し ／ 有り （                                   ） 

アレルギー反応  無し ／ 有り （                                   ） 

病名（慢性疾患）  無し ／ 有り （                                   ） 

既往症  無し ／ 有り （                                   ） 

血液型  

その他情報  

 

 

記載、提出いただいた内容は、第 35 回全日本社会人馬術選手権大会ファイナル開催期間中に発生し

た事故等による救急活動、及びその一環活動で必要となった場合にのみ使用し、開催期間終了時、本

人に返却します。 

 

日本社会人団体馬術連盟 競技委員会 


