
競技日：７月1日（土）

競技№：第１競技
競技名：部班馬場馬術競技　上級班

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹

1 藤巻　優香 フジマキ　ユウカ 警視庁乗馬同好会 ドウデス

2 若島　恵介 ワカシマ　ケイスケ トッパン･フォームズ㈱馬術部 マイネルハイウェイ

3 市川　裕一 イチカワ　ユウイチ 三井物産乗馬部 ウィンオーシャン

4 室町　健介 ムロマチ　ケンスケ 警視庁乗馬同好会 サンデーダンサー

5 和田　莉代子 ワダ　リヨコ 富士通馬術部 ベルガモット

6 佐川　達也 サガワ　タツヤ ソニー馬術部 トウカイインパクト

7 牧島　和也 マキシマ　カズヤ 警視庁乗馬同好会 ヒカルライアン

8 市川　悠悟 イチカワ　ユウゴ 三井物産乗馬部 セブンスアンコール

9 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



競技日：７月1日（土）

競技№：第２競技

競技名：グリーンカップ　部班馬場馬術競技 速歩班

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹

1 山谷　佳名恵 ヤマヤ　カナエ 富士通馬術部 トウカイインパクト

2 奥山 美香 オクヤマ ミカ 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 マイネルハイウェイ

3 佐藤　あかね サトウ　アカネ パナソニック馬術部 サンデーダンサー

4 志村　ゆかり シムラ　ユカリ 富士通馬術部 ベルガモット

5 山本　明美 ヤマモト　アケミ 警視庁乗馬同好会 ウィンオーシャン

6 忠隈　樹里 タダクマ　キリ 富士通馬術部 ドウデス

7 日原　慧 ヒハラ　ケイ 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 ヒカルライアン

8 馬原久美子 マハラクミコ ソニー馬術部 セブンスアンコール

9 北村友里 キタムラユリ 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 トウカイインパクト

10 伊藤　和美 イトウ　カズミ 東京都庁体育会乗馬部 マイネルハイウェイ

11 日置　瞳 ヘキ　ヒトミ 富士通馬術部 サンデーダンサー

12 青江 多恵子 アオエ　タエコ パナソニック馬術部 ベルガモット



競技日：７月1日（土）

競技№：第３競技

競技名：グリーンカップ　部班馬場馬術競技 駈歩班

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹

1 奥山 美香 オクヤマ ミカ 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 テラザウィウィン

2 馬原 久美子 マハラ　クミコ ソニー　馬術部 ウィンオーシャン

3 青江 多恵子 アオエ　タエコ パナソニック馬術部 ドウデス

4 山本　明美 ヤマモト　アケミ 警視庁乗馬同好会 ヒカルライアン

5 佐藤　あかね サトウ　アカネ パナソニック馬術部 トウカイインパクト

6 日原　慧 ヒハラ　ケイ 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 マイネルハイウェイ

7 伊藤　和美 イトウ　カズミ 東京都庁体育会乗馬部 サンデーダンサー

8 濱口　可奈恵 ハマグチ　カナエ ソニー　馬術部 セブンスアンコール

9 木村　公子 キムラ　キミコ 東京都庁体育会乗馬部 テラザウィウィン

10 北村友里 キタムラユリ 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 ドウデス



競技日：７月1日（土）

競技№：第４競技

競技名：グリーンカップ　JEF A2課目 2013

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹

1 三好　裕子 ミヨシ　ユウコ 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 ウィンオーシャン

2 市川　早智子 イチカワ　サチコ パナソニック馬術部 ヒカルライアン

3 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

4 及川　真紀子 オイカワ　マキコ ソニー馬術部 テラザウィウィン

5 安居　淳一 ヤスイ　ジュンイチ 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 品飛躍

6 紙中　キチ代 カミナカ　キチヨ 特別区文化体育会乗馬部 ウィンオーシャン

7 玉置　晴之 タマキ　ハルユキ 富士通馬術部 ヒカルライアン

8 鈴木　智子 スズキ　サトコ パナソニック馬術部 セブンスアンコール

9 木村 順子 キムラ ジュンコ 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 テラザウィウィン

10 多木　愛美 タキ　ナルミ 社会人昭和大学ライディングチーム 品飛躍



競技日：７月1日（土）

競技№：第５競技

競技名：JEF A3課目 2013　（一般班）

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 ウォーエレファント

2 大島　由美子 オオシマ　ユミコ パナソニック馬術部 シャソヴァージュ

3 柳　紗世 ヤナギ　サヨ 富士通馬術部 トーホー

4 賀川　こころ カガワ　ココロ 三井物産乗馬部 イシドールス

5 木村　郁実 キムラ　イクミ 東京都庁体育会乗馬部 ウォーエレファント

6 牧島　和也 マキシマ　カズヤ 警視庁乗馬同好会 クラスアクト

7 長田　翔平 オサダ　ショウヘイ 警視庁乗馬同好会 トーホー

8 千澤　亮子 チザワ　リョウコ ソニー馬術部 イシドールス

9 佐川　達也 サガワ　タツヤ ソニー馬術部 ウォーエレファント

10 市川　悠悟 イチカワ　ユウゴ 三井物産乗馬部 クラスアクト

11 藤原　泉 フジワラ　イズミ 茨城県庁乗馬部 ロジインパクト

12 徳増 梨乃 トクマス リノ 社会人昭和大学ライディングチーム シャソヴァージュ

13 牧島　和也 マキシマ　カズヤ 警視庁乗馬同好会 ハヤカゼフリーデン



競技日：７月1日（土）

競技№：第６競技

競技名：JEF A3課目 2013　（ビギナー班）

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹

1 及川　真紀子 オイカワ　マキコ ソニー馬術部 レッドマリー

2 大久保　一夫 オオクボ　カズオ 警視庁乗馬同好会 ヒロツグ

3 周郷　裕子 スゴウ　ユウコ 東京都庁体育会乗馬部 ハヤカゼフリーデン

4 玉置　楓佳 タマキ　フウカ 富士通馬術部 ロジインパクト

5 及川　真紀子 オイカワ　マキコ ソニー馬術部 レッドマリー

6 大久保　一夫 オオクボ　カズオ 警視庁乗馬同好会 ヒロツグ

7 周郷　裕子 スゴウ　ユウコ 東京都庁体育会乗馬部 ハヤカゼフリーデン



競技日：７月1日（土）

競技№：第７競技

競技名：全日本社会人馬術選手権大会 馬場馬術課目 2015（一般班）

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹

1 奥山　雅樹 オクヤマ　マサキ 警視庁乗馬同好会 マイネルモデルノ

2 田中美保 タナカミホ パナソニック馬術部 ベルガモット

3 和田　莉代子 ワダ　リヨコ 富士通馬術部 イシドールス

4 安部　純澄 アベ　スミト 皇宮警察本部 ロジインパクト

5 佐川　達也 サガワ　タツヤ ソニー馬術部 マイネルモデルノ

6 室町　健介 ムロマチ　ケンスケ 警視庁乗馬同好会 ベルガモット

7 浜松　秀明 ハママツ　ヒデアキ パナソニック馬術部 イシドールス

8 安藝　知世 アキ　トモヨ 富士通馬術部 ロジインパクト

9 市川　裕一 イチカワ　ユウイチ 三井物産乗馬部 マイネルモデルノ

10 柳　将徳 ヤナギ　マサノリ トッパン・フォームズ㈱馬術部 ベルガモット

11 水田　昭子 ミズタ　アキコ 警視庁乗馬同好会 イシドールス

12 角田　真紀 カクタ　マキ パナソニック馬術部 ロジインパクト

13 小寺夏鈴 コテラカリン 伊藤忠商事相互会乗馬部 シャソヴァージュ

14 長手　勇樹 ナガテ　ユウキ 茨城県庁乗馬部 トーホー

15 三田　恭平 サンタ　キョウヘイ 警視庁乗馬同好会 レッドマリー

16 大島　由美子 オオシマ　ユミコ パナソニック馬術部 ミッキーシャイン

17 鳥塚　修 トリヅカ　オサム TMG乗馬同好会 シャソヴァージュ

18 三浦　敬次郎 ミウラ　ケイジロウ 警視庁乗馬同好会 トーホー

19 関　美雪 セキ　ミユキ 税理士法人山田＆パートナーズ乗馬同好会 レッドマリー

20 栗原　理 クリハラ　オサム 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 ミッキーシャイン

21 浜松　秀明 ハママツ　ヒデアキ パナソニック馬術部 シャソヴァージュ

22 若島　恵介 ワカシマ　ケイスケ トッパン･フォームズ㈱馬術部 トーホー

23 鳥塚　鈴子 トリヅカ　スズコ TMG乗馬同好会 レッドマリー

24 田中　希 タナカ　ノゾミ 警視庁乗馬同好会 ミッキーシャイン



競技日：７月1日（土）

競技№：第８競技

競技名：パ・ド・ドゥ

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹

和田　莉代子 ワダ　リヨコ 富士通馬術部 ヒロツグ

安藝　知世 アキ　トモヨ 富士通馬術部 クラスアクト

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

藤巻　優香 フジマキ　ユウカ 警視庁乗馬同好会 ファルーカ

小穴　幸子 ｺｱﾅ　ｻﾁｺ YS乗馬同好会 ドウデス

若松 麻里 ワカマツ マリ (株)日立国際電気馬術部 ウォーエレファント

室町　健介 ムロマチ　ケンスケ 警視庁乗馬同好会 ヒロツグ

長田　翔平 オサダ　ショウヘイ 警視庁乗馬同好会 クラスアクト

田中美保 タナカミホ パナソニック馬術部 ハヤカゼフリーデン

角田　真紀 カクタ　マキ パナソニック馬術部 ファルーカ

弓削　圭佑 ユゲ　ケイスケ 警視庁乗馬同好会 ドウデス

水田　昭子 ミズタ　アキコ 警視庁乗馬同好会 ウォーエレファント

鈴木あみ スズキアミ エグゼクティブコーチ(株)馬術部 ヒロツグ

久保　知之 クボ　トモユキ 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 クラスアクト
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競技日：７月2日（日）

競技№：第９競技
競技名：ジムカーナペアリレー

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹

三浦　敬次郎 ミウラ　ケイジロウ 警視庁乗馬同好会 ミッキーシャイン

弓削　圭佑 ユゲ　ケイスケ 警視庁乗馬同好会 プリンスフォード

浜松　秀明 ハママツ　ヒデアキ パナソニック馬術部 ハヤカゼフリーデン

青江 多恵子 アオエ　タエコ パナソニック馬術部 ベルガモット

門叶　和樹 トガ　カズキ 富士通馬術部 トウカイインパクト

服部　早苗 ハットリ　サナエ 富士通馬術部 マロンヒット

三田　恭平 サンタ　キョウヘイ 警視庁乗馬同好会 ミッキーシャイン

山本　明美 ヤマモト　アケミ 警視庁乗馬同好会 ベルガモット

平田 慎治 ヒラタ　シンジ 東京都庁体育会乗馬部 ハヤカゼフリーデン

佐藤　恵 サトウ　ケイ 東京都庁体育会乗馬部 ベルガモット

室町　健介 ムロマチ　ケンスケ 警視庁乗馬同好会 トウカイインパクト

藤巻　優香 フジマキ　ユウカ 警視庁乗馬同好会 ベルガモット

角田　真紀 カクタ　マキ パナソニック馬術部 ミッキーシャイン

鈴木　智子 スズキ　サトコ パナソニック馬術部 プリンスフォード

牧島　和也 マキシマ　カズヤ 警視庁乗馬同好会 ハヤカゼフリーデン

長田　翔平 オサダ　ショウヘイ 警視庁乗馬同好会 ベルガモット

玉置　晴之 タマキ　ハルユキ 富士通馬術部 トウカイインパクト

玉置　楓佳 タマキ　フウカ 富士通馬術部 マロンヒット

田中　希 タナカ　ノゾミ 警視庁乗馬同好会 ミッキーシャイン

金作　浩之 カネサク　ヒロユク 警視庁乗馬同好会 プリンスフォード
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競技日：７月2日（日）

競技№：第１０競技
競技名：グリーンカップ　ジムカーナ速歩班

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 マロンヒット

2 山谷　佳名恵 ヤマヤ　カナエ 富士通馬術部 トウカイインパクト

3 濱口　可奈恵 ハマグチ　カナエ ソニー　馬術部 ヒカルライアン

4 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

5 山本　明美 ヤマモト　アケミ 警視庁乗馬同好会 品飛躍

6 忠隈　樹里 タダクマ　キリ 富士通馬術部 マロンヒット

7 伊藤　和美 イトウ　カズミ 東京都庁体育会乗馬部 トウカイインパクト

8 馬原久美子 マハラクミコ ソニー馬術部 ヒカルライアン

9 土屋　木綿子 ツチヤ　ユウコ 富士通馬術部 サンデーダンサー

10 佐藤　恵 サトウ　ケイ 東京都庁体育会乗馬部 品飛躍

11 日置　瞳 ヘキ　ヒトミ 富士通馬術部 マロンヒット

12 服部　早苗 ハットリ　サナエ 富士通馬術部 品飛躍

13 柳　麻希子 ヤナギ　アキコ 富士通馬術部 トウカイインパクト



競技日：７月2日（日）

競技№：第１１競技

競技名：グリーンカップ　ジムカーナ駈歩班

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 プリンスフォード

2 江上　款 エガミ　マコト 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 ヒカルライアン

3 木村　公子 キムラ　キミコ 東京都庁体育会乗馬部 サンデーダンサー

4 脇田  芳二 ワキタ　ヨシジ 富士通馬術部 品飛躍

5 谷津 芳樹 ヤツ ヨシキ 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 プリンスフォード

6 山本　明美 ヤマモト　アケミ 警視庁乗馬同好会 ヒカルライアン

7 忠隈　樹里 タダクマ　キリ 富士通馬術部 サンデーダンサー

8 青江 多恵子 アオエ　タエコ パナソニック馬術部 品飛躍

9 佐藤　恵 サトウ　ケイ 東京都庁体育会乗馬部 プリンスフォード

10 濱口　可奈恵 ハマグチ　カナエ ソニー　馬術部 ヒカルライアン

11 山谷　佳名恵 ヤマヤ　カナエ 富士通馬術部 サンデーダンサー



競技日：７月2日（日）

競技№：第１２競技

競技名：グリーンカップ　ビギナーズジャンプ60cm

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 マイネルハイウェイ

2 脇田  芳二 ワキタ　ヨシジ 富士通馬術部 テラザウイウイン

3 小山　慧明 コヤマ　ケイア 社会人昭和大学ライディングチーム セブンスアンコール

4 藤田　大輔 フジタ　ダイスケ 三井物産乗馬部 ウインオーシャン

5 谷津 芳樹 ヤツ ヨシキ 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 ドウデス

6 服部　早苗 ハットリ　サナエ 富士通馬術部 マイネルハイウェイ

7 山本　明美 ヤマモト　アケミ 警視庁乗馬同好会 テラザウイウイン

8 福田　治郎 フクダ　ジロウ 皇宮警察本部 セブンスアンコール

9 アーノ有里紗 アーノアリサ 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 ウインオーシャン

10 玉置　楓佳 タマキ　フウカ 富士通馬術部 ドウデス

11 徳増 梨乃 トクマス リノ 社会人昭和大学ライディングチーム マイネルハイウェイ



競技日：７月2日（日）

競技№：第１３競技

競技名：小障害飛越80cm（ビギナー班）

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹

1 坂本　亮太 サカモト　リョウタ 皇宮警察本部 テラザウイウイン

2 吉川　啓太 ヨシカワ　ケイタ 社会人昭和大学ライディングチーム ヒロツグ

3 福田　治郎 フクダ　ジロウ 皇宮警察本部 ウインオーシャン

4 長田　翔平 オサダ　ショウヘイ 警視庁乗馬同好会 ドウデス

5 アーノ有里紗 アーノアリサ 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 ヒロツグ

6 玉置　楓佳 タマキ　フウカ 富士通馬術部 テラザウイウイン

7 坂本　亮太 サカモト　リョウタ 皇宮警察本部 セブンスアンコール

8 吉田　啓 ヨシダ　ヒロム 社会人昭和大学ライディングチーム ウインオーシャン



競技日：７月2日（日）

競技№：第１４競技

競技名：小障害飛越80cm（一般班）

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 ドウデス

2 牧島　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

3 碓井　滋敏 ウスイ　シゲトシ 富士通馬術部 ヒロツグ

4 奥山　雅樹 オクヤマ　マサキ 警視庁乗馬同好会 ウインオーシャン

5 田原　孝幸 タハラ　タカユキ 富士通馬術部 セブンスアンコール

6 角田　真紀 カクタ　マキ パナソニック馬術部 ヒロツグ

7 安藝　知世 アキ　トモヨ 富士通馬術部 ドウデス

8 平田 慎治 ヒラタ　シンジ 東京都庁体育会乗馬部 テラザウイウイン



競技日：７月2日（日）

競技№：第１５競技

競技名：小障害飛越90cm

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹

1 金作　浩之 カネサク　ヒロユク 警視庁乗馬同好会 ファルーカ

2 棟居　裕尚 ムネスエ　ヒロナオ 皇宮警察本部 クラスアクト

3 三浦　敬次郎 ミウラ　ケイジロウ 警視庁乗馬同好会 マイネルモデルノ

4 三田　恭平 サンタ　キョウヘイ 警視庁乗馬同好会 ウォーエレファント

5 細川 浩志 ホソカワ　ヒロシ トッパン･フォームズ㈱馬術部 ファルーカ

6 檜垣　凛 ヒガキ　リン 皇宮警察本部 トーホー

7 田中　希 タナカ　ノゾミ 警視庁乗馬同好会 レッドマリー

8 柳　紗世 ヤナギ　サヨ 富士通馬術部 ロジインパクト

9 小寺夏鈴 コテラカリン 伊藤忠商事相互会乗馬部 シャソヴァージュ

10 水田　昭子 ミズタ　アキコ 警視庁乗馬同好会 イシドールス

11 栗原　理 クリハラ　オサム 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 マイネルモデルノ

12 藤巻　優香 フジマキ　ユウカ 警視庁乗馬同好会 クラスアクト

13 弓削　圭佑 ユゲ　ケイスケ 警視庁乗馬同好会 マイネルモデルノ

14 薗部　亜矢子 ソノベ　アヤコ ソニー馬術部 ウォーエレファント

15 落合洋文 オチアイヒロフミ 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 ファルーカ

16 岩井田　徳雄 イワイダ　ノリオ 皇宮警察本部 トーホー

17 和田　莉代子 ワダ　リヨコ 富士通馬術部 レッドマリー

18 室町　健介 ムロマチ　ケンスケ 警視庁乗馬同好会 ロジインパクト

19 若島　恵介 ワカシマ　ケイスケ トッパン･フォームズ㈱馬術部 シャソヴァージュ

20 荻津　一浩 オギツカズヒロ 茨城県庁乗馬部 イシドールス

21 龍　家圭 リュウ　カケイ 社会人昭和大学ライディングチーム ファルーカ



競技日：７月2日（日）

競技№：第１６競技

競技名：ゴールデンカップ　小障害飛越ペアリレー

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹

水田　昭子 ミズタ　アキコ 警視庁乗馬同好会 シャソヴァージュ

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

細川 浩志 ホソカワ　ヒロシ トッパン･フォームズ㈱馬術部 トーホー

若島　恵介 ワカシマ　ケイスケ トッパン･フォームズ㈱馬術部 ロジインパクト

藤原　泉 フジワラ　イズミ 茨城県庁乗馬部 マイネルモデルノ

長手　勇樹 ナガテ　ユウキ 茨城県庁乗馬部 イシドールス

棟居　裕尚 ムネスエ　ヒロナオ 皇宮警察本部 レッドマリー

岩井田　徳雄 イワイダ　ノリオ 皇宮警察本部 クラスアクト

和田　莉代子 ワダ　リヨコ 富士通馬術部 シャソヴァージュ

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

若松 麻里 ワカマツ マリ (株)日立国際電気馬術部 ロジインパクト

大鳥井　浩一 オオトリイ　コウイチ トッパン・フォームズ㈱馬術部 ファルーカ

鈴木　あみ スズキ　アミ エグゼクティブコーチ（株）馬術部 マイネルモデルノ

久保　知之 クボ　トモユキ 日本アイ・ビー・エム（株）馬術部 イシドールス

佐藤　充 サトウ　ミツル 皇宮警察本部 レッドマリー

水田　貴 ミズタ　タカシ 皇宮警察本部 クラスアクト
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