
競技日： 6月23日（土） 0名

競技名： 第1競技　部班馬場馬術競技 マスターズ班

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹

1 小嶋芳岳 こじま よしたか ソニー馬術部 フルンティング

2 浜松秀明 はままつ ひであき パナソニック馬術部 レッドルーファス

3 細川浩志 ほそかわ ひろし トッパン・フォームズ(株)馬術部 パーリオ

4 牧嶋和也 まきしま かずや 警視庁乗馬同好会 エアピザレー

5 和田莉代子 わだ りよこ 富士通(株)馬術部 バロンドゥフォール



競技日： 6月23日（土） 0名

競技名： 第2競技　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

1-1 青江多恵子 あおえ　たえこ パナソニック馬術部 しばの

1-2 及川真紀子 おいかわ まきこ ソニー馬術部 マロンヒット

1-3 小手川哲 こてがわ てつ 日本アイ・ビー・エム(株)馬術部 テラザウィウイン

1-4 佐藤あかね さとう あかね パナソニック馬術部 品飛躍

1-5 馬原久美子 まはら くみこ ソニー馬術部 プリンスフォード

2-1 山谷佳名恵 やまや かなえ 富士通(株)馬術部 しばの

2-2 鈴木和良 すずき かずよし ソニー馬術部 マロンヒット

2-3 山田龍祐 やまだ りゅうすけ 警視庁乗馬同好会 テラザウィウイン

2-4 日野翔 ひの しょう 茨城県庁乗馬部 品飛躍



競技日： 6月23日（土） 0名

競技名： 第3競技 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

1-1 青江多恵子 あおえ たえこ パナソニック馬術部 シャソバージュ

1-2 濱口可奈恵 はまぐち かなえ ソニー馬術部 アンサイズニア

1-3 佐藤恵 さとう けい 東京都庁体育会乗馬部 ルルヴェ

1-4 須崎愛 すざき あい ソニー馬術部 ステイチューン

1-5 中川玲 なかがわ れい 社会人昭和大学ライディングチーム ドラゴンヴァース

1-6 市川早智子 いちかわ さちこ パナソニック馬術部 品飛躍

2-1 馬原久美子 まはら くみこ ソニー馬術部 シャソバージュ

2-2 木村公子 きむら きみこ 東京都庁体育会乗馬部 アンサイズニア

2-3 佐藤あかね さとう あかね パナソニック馬術部 ルルヴェ

2-4 山田龍祐 やまだ りゅうすけ 警視庁乗馬同好会 ステイチューン

2-5 及川真紀子 おいかわ まきこ ソニー馬術部 ドラゴンヴァース



競技日： 6月23日（土） #REF!

競技名： 第4競技 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 馬原久美子 まはら くみこ ソニー馬術部 プリンスフォード

2 鈴木智子 すずき さとこ パナソニック馬術部 テラザウィウイン

3 市川早智子 いちかわ さちこ パナソニック馬術部 マイネルハイウェイ

4 倉持江美子 くらもち えみこ NTT馬術部 ハヤカゼフリーデン

5 木村順子 きむら　じゅんこ 日本アイ・ビー・エム(株)馬術部 プリンスフォード

6 張ゲン ちょう げん ソニー馬術部 テラザウィウイン

7 渡部由樹子 わたなべ ゆきこ 富士通(株)馬術部 マイネルハイウェイ

8 濱口可奈恵 はまぐち かなえ ソニー馬術部 ハヤカゼフリーデン

9 辻彩也香 つじ さやか 社会人昭和大学ライディングチーム プリンスフォード

10 佐藤恵 さとう けい 東京都庁体育会乗馬部 テラザウィウイン

11 中川玲 なかがわ れい 社会人昭和大学ライディングチーム トウカイインパクト

12 山本明美 やまもと あけみ 警視庁乗馬同好会 ミッキーシャイン

13 倉持江美子 くらもち えみこ NTT馬術部 サンデーダンサー

14 市川早智子 いちかわ さちこ パナソニック馬術部 ドウデス

15 千明まゆみ ちぎら まゆみ 東京都庁体育会乗馬部 トウカイインパクト

16 三好裕子 みよし ゆうこ 日本アイ・ビー・エム(株)馬術部 ミッキーシャイン

17 藤原望 ふじわら のぞみ 茨城県庁乗馬部 サンデーダンサー

18 馬原久美子 まはら くみこ ソニー馬術部 ドウデス

19 安居淳一 やすい じゅんいち 日本アイ・ビー・エム(株)馬術部 トウカイインパクト

20 佐藤恵 さとう けい 東京都庁体育会乗馬部 ミッキーシャイン

21 祝前伸光 いわいさき のぶみつ YS乗馬同好会 サンデーダンサー

22 鈴木智子 すずき さとこ パナソニック馬術部 ドウデス



競技日： 6月23日（土） 0名

競技名： 第5競技 JEF Ａ3課目 2013

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹

1 佐川達也 さがわ たつや ソニー馬術部 ファルーカ

2 多木愛美 たき なるみ 社会人昭和大学ライディングチーム ロジインパクト

3 林千恵 はやし ちえ ソニー馬術部 ヒロツグ

4 姜志奸 かん ちよん 伊藤忠商事相互会乗馬部 ファルーカ

5 アーノ有里紗 あーの ありさ 日本アイ・ビー・エム(株)馬術部 ロジインパクト

6 加賀見直子 かがみ なおこ YS乗馬同好会 ヒロツグ

7 若島恵介 わかしま けいすけ トッパン・フォームズ(株)馬術部 ファルーカ

8 和田莉代子 わだ りよこ 富士通(株)馬術部 ロジインパクト

9 石塚 三千代 いしづかみちよ 社馬連事務局 ヒロツグ

10 本田亜利紗 ほんだ ありさ 茨城県庁乗馬部 イシドールス

11 渡部由樹子 わななべ ゆきこ 富士通(株)馬術部 スリーカリズマ

12 大鳥井浩一 おおとりい こういち トッパン・フォームズ(株)馬術部 トーホー

13 大島由美子 おおしま ゆみこ パナソニック馬術部 イシドールス

14 藤原泉 ふじわら いずみ 茨城県庁乗馬部 スリーカリズマ

15 柳さよ やなぎ さよ 富士通(株)馬術部 トーホー

16 千澤亮子 ちざわ りょうこ ソニー馬術部 イシドールス

17 柳将徳 やなぎ まさのり トッパン・フォームズ(株)馬術部 スリーカリズマ



競技日： 6月23日（土） 0名

競技名： 第6競技 FEI総合馬術競技1スター 2015 馬場馬術課目Ａ（一般班）

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹

1 服部なな はっとり なな トッパン・フォームズ(株)馬術部 シャソヴァージュ

2 鳥塚鈴子 とりづか すずこ ＴＭＧ乗馬同好会 イシドールス

3 栗原理 くりはら おさむ 日本アイ・ビー・エム(株)馬術部 アンサイズニア

4 浜松秀明 はままつ ひであき パナソニック馬術部 フルンティング

5 木村郁実 きむら いくみ 東京都庁体育会乗馬部 パーリオ

6 大島由美子 おおしま　ゆみこ パナソニック馬術部 シャソヴァージュ

7 工藤豊 くどう ゆたか 衆議院乗馬会 イシドールス

8 加賀見直子 かがみ なおこ YS乗馬同好会 アンサイズニア

9 早田恭彦 そうだ ゆきひこ 日本アイ・ビー・エム(株)馬術部 フルンティング

10 室町健介 むろまち けんすけ 警視庁乗馬同好会 パーリオ

11 森島七重 もりしま ななえ ソニー馬術部 レッドルーファス

12 和田莉代子 わだ りよこ 富士通(株)馬術部 エアピザレー

13 田中美保 たなか みほ パナソニック馬術部 バロンドゥフォール

14 若島恵介 わかしま けいすけ トッパン・フォームズ(株)馬術部 ドラゴンヴァース

15 小寺夏鈴 こてら かりん 伊藤忠商事相互会乗馬部 レッドルーファス

16 佐川達也 さがわ たつや ソニー馬術部 エアピザレー

17 大鳥井浩一 おおとりい こういち トッパン・フォームズ(株)馬術部 バロンドゥフォール

18 鳥塚修 とりづか おさむ ＴＭＧ乗馬同好会 ドラゴンヴァース

19 水田昭子 みずた あきこ 警視庁乗馬同好会 ルルヴェ

20 角田真紀 かくた まき パナソニック馬術部 ステイチューン



競技日： 6月23日（土） #REF!

競技名： 第7競技 FEI総合馬術競技1スター 2015 馬場馬術課目Ａ（ビギナー班）

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹

1 山本明美 やまもと あけみ 警視庁乗馬同好会 ドラゴンヴァース
2 林千恵 はやし ちえ ソニー馬術部 ルルヴェ
3 本田亜利紗 ほんだ ありさ 茨城県庁乗馬部 ステイチューン



競技日： 6月23日（土） 0名

競技名： 第8競技 パ・ド・ドゥ レベルI

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹

1 髙宮勇治 たかみや ゆうじ 警視庁乗馬同好会 ファルーカ
1 山田龍祐 やまだ りゅうすけ 警視庁乗馬同好会 トーホー
2 及川真紀子 おいかわ まきこ ソニー馬術部 トウカイインパクト
2 千澤亮子 ちざわ りょうこ ソニー馬術部 ミッキーシャイン
3 水田昭子 みずた あきこ 警視庁乗馬同好会 ハヤカゼフリーデン
3 室町健介 むろまち けんすけ 警視庁乗馬同好会 サンデーダンサー
4 服部なな はっとり なな トッパン・フォームズ(株)馬術部 ヒロツグ
4 若島恵介 わかしま けいすけ トッパン・フォームズ(株)馬術部 ロジインパクト
5 鈴木あみ すずき あみ エグゼクティブコーチ(株)馬術部 ファルーカ
5 光成晋哉 みつなり しんや 日本アイ・ビー・エム(株)馬術部 トーホー
6 牧嶋和也 まきしま かずや 警視庁乗馬同好会 トウカイインパクト
6 山本明美 やまもと あけみ 警視庁乗馬同好会 ミッキーシャイン
7 角田真紀 かくた まき パナソニック馬術部 ハヤカゼフリーデン
7 田中美保 たなか みほ パナソニック馬術部 サンデーダンサー
8 森島七重 もりしま ななえ ソニー馬術部 ヒロツグ
8 佐川達也 さがわ たつや ソニー馬術部 ロジインパクト



競技日： 6月24日（日） 0名

競技名： 第9競技　ジムカーナ ペアリレー 0名

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹

1 牧嶋和也 まきしま かずや 警視庁乗馬同好会 ファルーカ

1 山本明美 やまもと あけみ 警視庁乗馬同好会 バロンドゥフォール

2 渡部由樹子 わたなべ ゆきこ 富士通(株)馬術部 フルンティング

2 和田莉代子 わだ りよこ 富士通(株)馬術部 ハヤカゼフリーデン

3 アーノ有里紗 あーの ありさ 日本アイ・ビー・エム(株)馬術部 ドラゴンヴァース

3 早田恭彦 そうだ ゆきひこ 日本アイ・ビー・エム(株)馬術部 ミッキーシャイン

4 青江多恵子 あおえ たえこ パナソニック馬術部 エアピザレー

4 浜松秀明 はままつ ひであき パナソニック馬術部 パーリオ

5 大鳥井浩一 おおとりい こういち トッパン・フォームズ(株)馬術部 サンデーダンサー

5 若島恵介 わかしま けいすけ トッパン・フォームズ(株)馬術部 レッドルーファス

6 室町健介 むろまち けんすけ 警視庁乗馬同好会 ファルーカ

6 山田龍祐 やまだ りゅうすけ 警視庁乗馬同好会 バロンドゥフォール

7 角田真紀 かくた まき パナソニック馬術部 フルンティング

7 鈴木智子 すずき さとこ パナソニック馬術部 ハヤカゼフリーデン

8 田原孝幸 たはら たかゆき 富士通(株)馬術部 ドラゴンヴァース

8 山谷佳名恵 やまや かなえ 富士通(株)馬術部 ミッキーシャイン

9 小嶋芳岳 こじま よしたか ソニー馬術部 エアピザレー

9 千澤亮子 ちざわ りょうこ ソニー馬術部 パーリオ

10 佐藤恵 さとう けい 東京都庁体育会乗馬部 サンデーダンサー

10 平田慎二 ひらた しんじ 東京都庁体育会乗馬部 レッドルーファス



競技日： 6月24日（日） 0名

競技名： 第10競技　グリーンカップ　ジムカーナ競技　速歩班

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹

1 濱口可奈恵 はまぐち かなえ ソニー馬術部 プリンスフォード

2 青江多恵子 あおえ たえこ パナソニック馬術部 トウカイインパクト

3 須崎愛 すざき あい ソニー馬術部 サンデーダンサー

4 山谷佳名恵 やまや かなえ 富士通(株)馬術部 しばの

5 小山森主 こやま もりす 東京都庁体育会乗馬部 マロンヒット

6 馬原久美子 まはら くみこ ソニー馬術部 品飛躍

7 植松秀太 うえまつ しゅうた (株)日立国際電気馬術部 プリンスフォード

8 木村公子 きむら きみこ 東京都庁体育会乗馬部 トウカイインパクト

9 鈴木和良 すずき かずよし ソニー馬術部 サンデーダンサー

10 志村ゆかり しむら ゆかり 富士通(株)馬術部 しばの

11 西本　夏奈 にしもと なつな 富士通(株)馬術部 マロンヒット

12 安曽ひより あそ ひより ＴＭＧ乗馬同好会 品飛躍



競技日： 6月24日（日） 0名

競技名： 第11競技　グリーンカップ　ジムカーナ競技　駈歩班

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹

1 濱口可奈恵 はまぐち かなえ ソニー馬術部 トウカイインパクト

2 木村公子 きむら きみこ 東京都庁体育会乗馬部 ファルーカ

3 植松秀太 うえまつ しゅうた (株)日立国際電気馬術部 ミッキーシャイン

4 馬原久美子 まはら くみこ ソニー馬術部 ハヤカゼフリーデン

5 青江多恵子 あおえ たえこ パナソニック馬術部 ドラゴンヴァース

6 佐藤恵 さとう けい 東京都庁体育会乗馬部 トウカイインパクト

7 坪内健 つぼうち たけし YS乗馬同好会 ファルーカ

8 及川真紀子 おいかわ まきこ ソニー馬術部 ミッキーシャイン

9 山田龍祐 やまだ りゅうすけ 警視庁乗馬同好会 ハヤカゼフリーデン

10 中川玲 なかがわ れい 社会人昭和大学ライディングチーム ドラゴンヴァース



競技日： 6月24日（日） 0名

競技名： 第12競技　グリーンカップ　ビギナーズジャンプ競技60

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹

1 坪内健 つぼうち たけし YS乗馬同好会 シャソヴァージュ

2 植松秀太 うえまつ しゅうた (株)日立国際電気馬術部 テラザウィウイン

3 中野秀世 なかの ひでよ (株)日立国際電気馬術部 マイネルハイウェイ

4 渡部由樹子 わたなべ ゆきこ 富士通(株)馬術部 ドウデス

5 山田龍祐 やまだ りゅうすけ 警視庁乗馬同好会 シャソヴァージュ

6 高野陽菜 たかの ひな (株)日立国際電気馬術部 テラザウィウイン

7 江上款 えがみ まこと 日本アイ・ビー・エム(株)馬術部 マイネルハイウェイ

8 山本明美 やまもと あけみ 警視庁乗馬同好会 ドウデス

9 中野秀世 なかの ひでよ (株)日立国際電気馬術部 シャソヴァージュ

10 高崎真梨子 たかさき まりこ YS乗馬同好会 テラザウィウイン



競技日： 6月24日（日） 0名

競技名： 第13競技　小障害飛越競技80（80cm以下、ビギナー班）

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹

1 多木愛美 たき なるみ 社会人昭和大学ライディングチーム ヒロツグ

2 高野陽菜 たかの ひな (株)日立国際電気馬術部 マイネルハイウェイ

3 薗部亜矢子 そのべ あやこ ソニー馬術部 ドウデス

4 張ゲン ちょう げん ソニー馬術部 トーホー

5 小山慧明 こやま けいあ 社会人昭和大学ライディングチーム テラザウィウイン

6 中野秀世 なかの ひでよ (株)日立国際電気馬術部 ヒロツグ

7 徳増梨乃 とくます りの 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

8 高野陽菜 たかの ひな (株)日立国際電気馬術部 ドウデス

9 薗部亜矢子 そのべ あやこ ソニー馬術部 トーホー

10 張ゲン ちょう げん ソニー馬術部 テラザウィウイン

11 祝前伸光 いわいさき のぶみつ YS乗馬同好会 ヒロツグ

12 山本明美 やまもと あけみ 警視庁乗馬同好会 マイネルハイウェイ

13 アーノ有里紗 あーの ありさ 日本アイ・ビー・エム(株)馬術部 ドウデス



競技日： 6月24日（日） 0名

競技名： 第14競技　小障害飛越競技80（80cm以下、一般班）

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹

1 小野寺由紀子 おのでら ゆきこ ソニー馬術部 アンサイズニア

2 佐伯圭一 さえき けいいち (株)日立国際電気馬術部 トーホー

3 細川浩志 ほそかわ ひろし トッパン・フォームズ(株)馬術部 スリーカリズマ

4 碓井滋敏 うすい しげとし 富士通(株)馬術部 ロジインパクト

5 姜志奸 かん ちよん 伊藤忠商事相互会乗馬部 イシドールス

6 田中希 たなか のぞみ 警視庁乗馬同好会 アンサイズニア

7 平田慎司 ひらた しんじ 東京都庁体育会乗馬部 ルルヴェ

8 早田恭彦 そうだ ゆきひこ 日本アイ・ビー・エム(株)馬術部 ステイチューン

9 小松正彦 こまつ まさひこ (株)日立国際電気馬術部 トーホー

10 森島七重 もりしま ななえ ソニー馬術部 スリーカリズマ

11 大鳥井浩一 おおとりい こういち トッパン・フォームズ(株)馬術部 ロジインパクト

12 田中美保 たなか みほ パナソニック馬術部 イシドールス

13 小寺夏鈴 こてら かりん 伊藤忠商事相互会乗馬部 アンサイズニア

14 牧嶋和也 まきしま かずや 警視庁乗馬同好会 ルルヴェ

15 田原孝幸 たはら たかゆき 富士通(株)馬術部 ステイチューン

16 中島慶彦 なかじま よしひこ (株)日立国際電気馬術部 トーホー

17 水田昭子 みずた あきこ 警視庁乗馬同好会 スリーカリズマ

18 和田莉代子 わだ りよこ 富士通(株)馬術部 ロジインパクト

19 若島恵介 わかしま けいすけ トッパン・フォームズ(株)馬術部 ルルヴェ

20 竹本有希 たけもと ゆき (株)日立国際電気馬術部 イシドールス

21 室町健介 むろまち けんすけ 警視庁乗馬同好会 アンサイズニア

22 角田真紀 かくた まき パナソニック馬術部 スリーカリズマ



競技日： 6月24日（日） 0名

競技名： 第15競技　ゴールデンカップ小障害飛越ペアリレー競技(80cm以下)

No 氏名 フリガナ 所属団体 馬匹

1 光成晋哉 みつなり しんや 日本アイ・ビー・エム(株)馬術部 ヒロツグ

1 鈴木あみ すずき あみ エグゼクティブコーチ(株)馬術部 シャソヴァージュ

2 小松正彦 こまつ まさひこ (株)日立国際電気馬術部 イシドールス

2 中島慶彦 なかじま よしひこ (株)日立国際電気馬術部 ロジインパクト

3 細川浩志 ほそかわ ひろし トッパン・フォームズ(株)馬術部 ルルヴェ

3 若島恵介 わかしま けいすけ トッパン・フォームズ(株)馬術部 スリーカリズマ

4 大鳥井浩一 おおとりい こういち トッパン・フォームズ(株)馬術部 シャソヴァージュ

4 若松麻里 わかまつ まり (株)日立国際電気馬術部 イシドールス

5 碓井滋敏 うすい しげとし 富士通(株)馬術部 スリーカリズマ

5 和田莉代子 わだ りよこ 富士通(株)馬術部 アンサイズニア

6 鳥塚鈴子 とりづか すずこ ＴＭＧ乗馬同好会 ステイチューン

6 鳥塚修 とりづか おさむ ＴＭＧ乗馬同好会 ルルヴェ

7 薗部亜矢子 そのべ あやこ ソニー馬術部 アンサイズニア

7 森島七重 もりしま ななえ ソニー馬術部 ヒロツグ

8 小野寺由紀子 おのでら ゆきこ ソニー馬術部 ルルヴェ

8 小嶋芳岳 こじま よしたか ソニー馬術部 ロジインパクト

9 佐伯圭一 さえき けいいち (株)日立国際電気馬術部 スリーカリズマ

9 竹本有希 たけもと ゆき (株)日立国際電気馬術部 ステイチューン


