
競技⽇︓ 6⽉29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 ふりがな 所属団体 ⾺匹
1 細川 浩志 ほそかわ ひろし トッパン・フォームズ(株)⾺術部 エンキンドル
2 児⽟ 彰 こだま あきら SOMPOホールディングス⾺術部 エバンゲリスト
3 森島 七重 もりしま ななえ ソニー⾺術部 トルセドール
4 久保 知之 くぼ ともゆき ⽇本アイ・ビー・エム(株)⾺術部 ファルーカ
5 浜松 秀明 はままつ ひであき パナソニック⾺術部 ステイチューン
6 ⼭⼝ 昇 やまぐち のぼる 防衛省乗⾺同好会 ベラマレーナ
7 安藝 知世 あき ともよ 富⼠通(株)⾺術部 サリエット

【キャンセル】
No ⽒名 ふりがな 所属団体 備考



競技⽇︓ 6⽉29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 ふりがな 所属団体 ⾺匹
1-1 佐藤 あかね さとう あかね パナソニック⾺術部 フルンティング
1-2 本⽥ 綾乃 ほんだ あやの 三菱総合研究所⾺術部 ウォーエレファント
1-3 上野 万⾥奈 うえの まりな グーグル合同会社⾺術部 アンサイズニア
1-4 ⼩⼿川 哲 こてがわ てつ ⽇本アイ・ビー・エム(株)⾺術部 ファルーカ
1-5 ⼭⾕ 佳名恵 やまや かなえ 富⼠通(株)⾺術部 バロンドゥフォール
1-6 ⽇野 翔 ひの しょう 茨城県庁乗⾺部 スリーカリズマ
2-1 仲尾 朋美 なかお ともみ 三菱総合研究所⾺術部 フルンティング
2-2 ⽚岡 美樹 かたおか みき グーグル合同会社⾺術部 ウォーエレファント
2-3 崔 紗羅 ちぇ さら ⽇本アイ・ビー・エム(株)⾺術部 アンサイズニア
2-4 ⼟屋 ⽊綿⼦ つちや ゆうこ 富⼠通(株)⾺術部 ファルーカ
2-5 ⻄本 夏奈 にしもと なつな 富⼠通(株)⾺術部 バロンドゥフォール
2-6 内⽥ 涼⼦ うちだ りょうこ YS乗⾺同好会 スリーカリズマ

【キャンセル】
No ⽒名 ふりがな 所属団体 備考



競技⽇︓ 6⽉29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 ふりがな 所属団体 ⾺匹
1-1 ⽊⽥ 幹久 きだ みきひさ 三菱総合研究所⾺術部 フルンティング
1-2 ⽇野 翔 ひの しょう 茨城県庁乗⾺部 ウォーエレファント
1-3 能勢 彰⼦ のせ あきこ 東京都庁体育会乗⾺部 アンサイズニア
1-4 佐藤 あかね さとう あかね パナソニック⾺術部 バロンドゥフォール
1-5 ⼭⽥ ⿓佑 やまだ りゅうすけ 警視庁乗⾺同好会 ロジインパクト
2-1 ⼩⼿川 哲 こてがわ てつ ⽇本アイ・ビー・エム(株)⾺術部 フルンティング
2-2 千明 まゆみ ちぎら まゆみ 東京都庁体育会乗⾺部 ウォーエレファント
2-3 須崎 愛 すざき あい ソニー⾺術部 アンサイズニア
2-4 張 ⼼妍 ちょう しんやん グーグル合同会社⾺術部 バロンドゥフォール
3-1 ⾺原 久美⼦ まはら くみこ ソニー⾺術部 フルンティング
3-2 上野 万⾥奈 うえの まりな グーグル合同会社⾺術部 ウォーエレファント
3-3 ⼭⾕ 佳名恵 やまや かなえ 富⼠通(株)⾺術部 アンサイズニア
3-4 ⽬⿊ 伸也 めぐろ しんや YS乗⾺同好会 バロンドゥフォール

【キャンセル】
No ⽒名 ふりがな 所属団体 備考



競技⽇︓ 6⽉29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 ふりがな 所属団体 ⾺匹
1 吉越 由樹⼦ よしごえ ゆきこ 富⼠通(株)⾺術部 トウカイインパクト
2 ⽥中 友梨⼦ たなか ゆりこ 富⼠通(株)⾺術部 ハヤカゼフリーデン
3 ⾼崎 真梨⼦ たかさき まりこ YS乗⾺同好会 ロジインパクト
4 林 由佳 はやし ゆか 富⼠通(株)⾺術部 ファルーカ
5 周郷 裕⼦ すごう ゆうこ 東京都庁体育会乗⾺部 トウカイインパクト
6 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
7 鈴⽊ 智⼦ すずき さとこ パナソニック⾺術部 ロジインパクト
8 宅 ⽂⼦ たく あやこ グーグル合同会社⾺術部 ミッキーシャイン
9 ⽥中 友梨⼦ たなか ゆりこ 富⼠通(株)⾺術部 ファルーカ
10 林 由佳 はやし ゆか 富⼠通(株)⾺術部 トウカイインパクト

11 ⽊村 順⼦ きむら じゅんこ ⽇本アイ・ビー・エム(株)⾺術部 ミッキーシャイン
12 髙松 侑可 たかまつ ゆか 社会⼈昭和⼤学ライディングチーム ハヤカゼフリーデン
13 荒⽊ 悠 あらき はるか 警視庁乗⾺同好会 トウカイインパクト
14 坂井 俊幸 さかい としゆき ⽇本アイ・ビー・エム(株)⾺術部 ロジインパクト
15 守屋 美和 もりや みわ パナソニック⾺術部 ファルーカ
16 松浦 りえ まつうら りえ YS乗⾺同好会 ミッキーシャイン
17 千明 まゆみ ちぎら まゆみ 東京都庁体育会乗⾺部 ハヤカゼフリーデン
18 ⾺原 久美⼦ まはら くみこ ソニー⾺術部 ファルーカ
19 鈴⽊ 智⼦ すずき さとこ パナソニック⾺術部 ミッキーシャイン

【キャンセル】
No ⽒名 ふりがな 所属団体 備考

10  分  休  憩



競技⽇︓ 6⽉29⽇（⼟） 0名
競技名︓ 第5競技 JEF Ａ3課⽬ 2013

No ⽒名 ふりがな 所属団体 ⾺匹
1 佐川 達也 さがわ たつや ソニー⾺術部 ミッキーシャイン
2 ⼤島 由美⼦ おおしま ゆみこ パナソニック⾺術部 ヒロツグ
3 安藤 洵 あんどう じゅん 富⼠通(株)⾺術部 トーホー
4 ⽯塚 三千代 いしづか みちよ 社⾺連事務局 イシドールス
5 浜松 秀明 はままつ ひであき パナソニック⾺術部 ミッキーシャイン
6 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 ヒロツグ
7 尾崎 哲浩 おざき てつひろ 茨城県庁乗⾺部 トーホー
8 ⽥中 美保 たなか みほ パナソニック⾺術部 イシドールス
9 牧嶋 和也 まきしま かずや 警視庁乗⾺同好会 ミッキーシャイン

10 藤原 泉 ふじわら いずみ 茨城県庁乗⾺部 スリーカリズマ
11 千澤 亮⼦ ちざわ りょうこ ソニー⾺術部 ヒロツグ
12 新井 元 あらい げん 社会⼈昭和⼤学ライディングチーム トーホー
13 吉越 由樹⼦ よしごえ ゆきこ 富⼠通(株)⾺術部 イシドールス
14 ⼭⽥ ⿓佑 やまだ りゅうすけ 警視庁乗⾺同好会 スリーカリズマ
15 藤原 望 ふじわら のぞみ 茨城県庁乗⾺部 ヒロツグ
16 宅 ⽂⼦ たく あやこ グーグル合同会社⾺術部 トーホー
17 ⼭本 珠⾥ やまもと じゅり 社会⼈昭和⼤学ライディングチーム イシドールス
18 尾崎 紘⼦ おざき ひろこ 茨城県庁乗⾺部 スリーカリズマ

【キャンセル】
No ⽒名 ふりがな 所属団体 備考

10  分  休  憩



競技⽇︓ 6⽉29⽇（⼟） 0名
競技名︓ 第6競技 FEI 総合⾺術競技 1スター(1*) 2018 ⾺場⾺術課⽬（⼀般班）

No ⽒名 ふりがな 所属団体 ⾺匹
1 安藝 知世 あき ともよ 富⼠通(株)⾺術部 トルセドール
2 ⾓⽥ 真紀 かくた まき パナソニック⾺術部 ベラマレーナ
3 村上 喜信 むらかみ よしのぶ ⻘波乗⾺愛好会 ステイチューン
4 ⽥中 希 たなか のぞみ 警視庁乗⾺同好会 エンキンドル
5 和⽥ 莉代⼦ わだ りよこ 富⼠通(株)⾺術部 サリエット
6 ⻑瀬 まどか ながせ まどか (株)⽇⽴国際電気⾺術部 トルセドール
7 ⼤島 由美⼦ おおしま ゆみこ パナソニック⾺術部 ベラマレーナ
8 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 ステイチューン

9 室町 健介 むろまち けんすけ 警視庁乗⾺同好会 エンキンドル
10 佐川 達也 さがわ たつや ソニー⾺術部 サリエット
11 ⼯藤 豊 くどう ゆたか 衆議院乗⾺会 エバンゲリスト
12 安藤 洵 あんどう じゅん 富⼠通(株)⾺術部 ベラマレーナ
13 ⼩⽥ 観世 おだ みよ (株)⽇⽴国際電気⾺術部 ステイチューン
14 早⽥ 恭彦 そうだ ゆきひこ ⽇本アイ・ビー・エム(株)⾺術部 エンキンドル
15 ⽔⽥ 昭⼦ みずた あきこ 警視庁乗⾺同好会 サリエット
16 祝前 伸光 いわいさき のぶみつ YS乗⾺同好会 エバンゲリスト

【キャンセル】
No ⽒名 ふりがな 所属団体 備考

10  分  休  憩



競技⽇︓ 6⽉29⽇（⼟） #REF!
競技名︓ 第7競技 FEI 総合⾺術競技 1スター(1*) 2018 ⾺場⾺術課⽬（ビギナー班）

No ⽒名 ふりがな 所属団体 ⾺匹
1 及川 真紀⼦ おいかわ まきこ ソニー⾺術部 アンサイズニア
2 丁野 梨沙 ちょうの りさ ⽇本アイ・ビー・エム(株)⾺術部 ウォーエレファント
3 ⽥中 友梨⼦ たなか ゆりこ 富⼠通(株)⾺術部 バロンドゥフォール
4 林 由佳 はやし ゆか 富⼠通(株)⾺術部 フルンティング
5 林 千恵 はやし ちえ ソニー⾺術部 アンサイズニア
6 吉越 由樹⼦ よしごえ ゆきこ 富⼠通(株)⾺術部 ウォーエレファント
7 ⽥中 友梨⼦ たなか ゆりこ 富⼠通(株)⾺術部 フルンティング
8 林 由佳 はやし ゆか 富⼠通(株)⾺術部 バロンドゥフォール

【キャンセル】
No ⽒名 ふりがな 所属団体 備考



競技⽇︓ 6⽉29⽇（⼟） 0名
競技名︓ 第8競技 パ・ド・ドゥ レベルI

No ⽒名 ふりがな 所属団体 ⾺匹
1 森島 七重 もりしま ななえ ソニー⾺術部 ロジインパクト
1 佐川 達也 さがわ たつや ソニー⾺術部 イシドールス
2 ⽥中 希 たなか のぞみ 警視庁乗⾺同好会 トーホー
2 ⽔⽥ 昭⼦ みずた あきこ 警視庁乗⾺同好会 ヒロツグ
3 安藝 知世 あき ともよ 富⼠通(株)⾺術部 ロジインパクト
3 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
4 室町 健介 むろまち けんすけ 警視庁乗⾺同好会 ヒロツグ
4 三浦 敬次郎 みうら けいじろう 警視庁乗⾺同好会 イシドールス
5 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
5 ⽥中 美保 たなか みほ パナソニック⾺術部 トウカイインパクト
6 ⼩⽥ 観世 おだ みよ (株)⽇⽴国際電気⾺術部 イシドールス
6 ⻑瀬 まどか ながせ まどか (株)⽇⽴国際電気⾺術部 トーホー
7 ⾼宮 勇治 たかみや ゆうじ 警視庁乗⾺同好会 ロジインパクト
7 牧嶋 和也 まきしま かずや 警視庁乗⾺同好会 ハヤカゼフリーデン
8 及川 真紀⼦ おいかわ まきこ ソニー⾺術部 スリーカリズマ
8 千澤 亮⼦ ちざわ りょうこ ソニー⾺術部 トウカイインパクト
9 佐藤 涼⼦ さとう りょうこ ソニー⾺術部 トーホー
9 ⽥島 さやか たじま さやか ソニー⾺術部 ヒロツグ
10 安藤 洵 あんどう じゅん 富⼠通(株)⾺術部 ハヤカゼフリーデン
10 ⽥中 友梨⼦ たなか ゆりこ 富⼠通(株)⾺術部 トウカイインパクト

【キャンセル】
No ⽒名 ふりがな 所属団体 備考



競技⽇︓ 6⽉30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 ふりがな 所属団体 ⾺匹
1 ⼭川 善久 やまかわ よしゆき 富⼠通(株)⾺術部 テラザウィウイン
1 碓井 滋敏 うすい しげとし 富⼠通(株)⾺術部 ステイチューン
2 及川 真紀⼦ おいかわ まきこ ソニー⾺術部 イシドールス
2 千澤 亮⼦ ちざわ りょうこ ソニー⾺術部 マイネルハイウェイ
3 鈴⽊ 智⼦ すずき さとこ パナソニック⾺術部 トーホー
3 ⾓⽥ 真紀 かくた まき パナソニック⾺術部 ドラゴンヴァース
4 江上 款 えがみ まこと ⽇本アイ・ビー・エム(株)⾺術部 テラザウィウイン
4 坂井 俊幸 さかい としゆき ⽇本アイ・ビー・エム(株)⾺術部 ステイチューン
5 室町 健介 むろまち けんすけ 警視庁乗⾺同好会 イシドールス
5 荒⽊ 悠 あらき はるか 警視庁乗⾺同好会 マイネルハイウェイ
6 ⼭⾕ 佳名恵 やまや かなえ 富⼠通(株)⾺術部 トーホー
6 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
7 張 ゲン ちょう げん ソニー⾺術部 テラザウィウイン
7 ⼩野寺 由紀⼦ おのでら ゆきこ ソニー⾺術部 ステイチューン
8 杉⽥ 愛⼦ すぎた あいこ 東京都庁体育会乗⾺部 イシドールス
8 藤原 由美 ふじわら よしみ 特別区⽂化体育会乗⾺部 マイネルハイウェイ
9 勝⼜ 泰⼠ かつまた やすし 警視庁乗⾺同好会 トーホー
9 ⼭⽥ ⿓佑 やまだ りゅうすけ 警視庁乗⾺同好会 ドラゴンヴァース
10 守屋 美和 もりや みわ パナソニック⾺術部 テラザウィウイン
10 ⼤島 由美⼦ おおしま ゆみこ パナソニック⾺術部 ステイチューン
11 安藤 洵 あんどう じゅん 富⼠通(株)⾺術部 イシドールス
11 吉越 由樹⼦ よしごえ ゆきこ 富⼠通(株)⾺術部 マイネルハイウェイ

【キャンセル】
No ⽒名 ふりがな 所属団体 備考



競技⽇︓ 6⽉30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 ふりがな 所属団体 ⾺匹
1 ⻄本 夏奈 にしもと なつな 富⼠通(株)⾺術部 アンサイズニア
2 内⽥ 涼⼦ うちだ りょうこ YS乗⾺同好会 ヒロツグ
3 ⽊村 元則 きむら もとのり 三菱総合研究所⾺術部 ロジインパクト
4 須崎 愛 すざき あい ソニー⾺術部 スリーカリズマ
5 ⼭⾕ 佳名恵 やまや かなえ 富⼠通(株)⾺術部 パーティオ
6 藤原 由美 ふじわら よしみ 特別区⽂化体育会乗⾺部 アンサイズニア
7 ⼟屋 ⽊綿⼦ つちや ゆうこ 富⼠通(株)⾺術部 ヒロツグ
8 張 ⼼妍 ちょう しんやん グーグル合同会社⾺術部 ロジインパクト
9 崔 紗羅 ちぇ さら ⽇本アイ・ビー・エム(株)⾺術部 スリーカリズマ
10 仲尾 朋美 なかお ともみ 三菱総合研究所⾺術部 パーティオ
11 中⾕ 綾⾹ なかたに あやか 富⼠通(株)⾺術部 アンサイズニア
12 能勢 彰⼦ のせ あきこ 東京都庁体育会乗⾺部 ヒロツグ
13 ⾺原 久美⼦ まはら くみこ ソニー⾺術部 ロジインパクト
14 市川 明穂 いちかわ あきほ YS乗⾺同好会 スリーカリズマ
15 塩井 和⼈ しおい かずと ソニー⾺術部 パーティオ
16 ⾼⽥ ⼀輝 たかだ かずき 三菱総合研究所⾺術部 ヒロツグ
17 ⽇置 瞳 へき ひとみ 富⼠通(株)⾺術部 ロジインパクト
18 吉⽥ 久美⼦ よしだ くみこ ソニー⾺術部 スリーカリズマ
19 本⽥ 綾乃 ほんだ あやの 三菱総合研究所⾺術部 パーティオ

【キャンセル】
No ⽒名 ふりがな 所属団体 備考



競技⽇︓ 6⽉30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 ふりがな 所属団体 ⾺匹
1 ⼟屋 ⽊綿⼦ つちや ゆうこ 富⼠通(株)⾺術部 マイネルハイウェイ
2 ⽊⽥ 幹久 きだ みきひさ 三菱総合研究所⾺術部 テラザウィウイン
3 ⼭⾕ 佳名恵 やまや かなえ 富⼠通(株)⾺術部 スリーカリズマ
4 杉⽥ 愛⼦ すぎた あいこ 東京都庁体育会乗⾺部 マイネルハイウェイ
5 ⾺原 久美⼦ まはら くみこ ソニー⾺術部 テラザウィウイン

【キャンセル】
No ⽒名 ふりがな 所属団体 備考



競技⽇︓ 6⽉30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 ふりがな 所属団体 ⾺匹
1 江上 款 えがみ まこと ⽇本アイ・ビー・エム(株)⾺術部 ヒロツグ
2 松浦 りえ まつうら りえ YS乗⾺同好会 ロジインパクト
3 吉越 由樹⼦ よしごえ ゆきこ 富⼠通(株)⾺術部 スリーカリズマ
4 ⼭⽥ ⿓佑 やまだ りゅうすけ 警視庁乗⾺同好会 パーティオ
5 ⾼崎 真梨⼦ たかさき まりこ YS乗⾺同好会 ヒロツグ
6 張 ゲン ちょう げん ソニー⾺術部 ロジインパクト
7 杉⽥ 愛⼦ すぎた あいこ 東京都庁体育会乗⾺部 スリーカリズマ

【キャンセル】
No ⽒名 ふりがな 所属団体 備考



競技⽇︓ 6⽉30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 ふりがな 所属団体 ⾺匹
1 張 ゲン ちょう げん ソニー⾺術部 パーティオ
2 坂井 俊幸 さかい としゆき ⽇本アイ・ビー・エム(株)⾺術部 イシドールス
3 ⽥中 友梨⼦ たなか ゆりこ 富⼠通(株)⾺術部 トーホー
4 林 由佳 はやし ゆか 富⼠通(株)⾺術部 アンサイズニア
5 宇佐美 暁 うさみ さとし 三菱総合研究所⾺術部 パーティオ
6 荒⽊ 悠 あらき はるか 警視庁乗⾺同好会 イシドールス
7 ⼭⽥ ⿓佑 やまだ りゅうすけ 警視庁乗⾺同好会 トーホー
8 丁野 梨沙 ちょうの りさ ⽇本アイ・ビー・エム(株)⾺術部 アンサイズニア
9 林 由佳 はやし ゆか 富⼠通(株)⾺術部 イシドールス
10 坂井 俊幸 さかい としゆき ⽇本アイ・ビー・エム(株)⾺術部 トーホー
11 ⽥中 友梨⼦ たなか ゆりこ 富⼠通(株)⾺術部 アンサイズニア

【キャンセル】
No ⽒名 ふりがな 所属団体 備考



競技⽇︓ 6⽉30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 ふりがな 所属団体 ⾺匹
1 安藝 知世 あき ともよ 富⼠通(株)⾺術部 トーホー
2 ⾓⽥ 真紀 かくた まき パナソニック⾺術部 バロンドゥフォール
3 服部 なな はっとり なな トッパン・フォームズ(株)⾺術部 ウォーエレファント
4 落合 洋⽂ おちあい ひろふみ ⽇本アイ・ビー・エム(株)⾺術部 フルンティング
5 ⽵本 有希 たけもと ゆき (株)⽇⽴国際電気⾺術部 エンキンドル
6 室町 健介 むろまち けんすけ 警視庁乗⾺同好会 ステイチューン
7 河合 正浩 かわい まさひろ ソニー⾺術部 トーホー
8 和⽥ 莉代⼦ わだ りよこ 富⼠通(株)⾺術部 ドラゴンヴァース
9 村上 喜信 むらかみ よしのぶ ⻘波乗⾺愛好会 エアピザレー
10 ⽔⽥ 昭⼦ みずた あきこ 警視庁乗⾺同好会 バロンドゥフォール
11 ⼩嶋 芳岳 こじま よしたか ソニー⾺術部 ウォーエレファント
12 ⽥中 希 たなか のぞみ 警視庁乗⾺同好会 フルンティング
13 ⽥中 美保 たなか みほ パナソニック⾺術部 エンキンドル
14 細川 浩志 ほそかわ ひろし トッパン・フォームズ(株)⾺術部 ステイチューン
15 祝前 伸光 いわいさき のぶみつ YS乗⾺同好会 ドラゴンヴァース
16 ⽥原 孝幸 たはら たかゆき 富⼠通(株)⾺術部 エアピザレー
17 薗部 亜⽮⼦ そのべ あやこ ソニー⾺術部 バロンドゥフォール
18 早⽥ 恭彦 そうだ ゆきひこ ⽇本アイ・ビー・エム(株)⾺術部 ウォーエレファント
19 碓井 滋敏 うすい しげとし 富⼠通(株)⾺術部 フルンティング
20 三浦 敬次郎 みうら けいじろう 警視庁乗⾺同好会 エンキンドル
21 安藤 洵 あんどう じゅん 富⼠通(株)⾺術部 ステイチューン
22 ⼩野寺 由紀⼦ おのでら ゆきこ ソニー⾺術部 ドラゴンヴァース
23 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 エアピザレー
24 ⼭川 善久 やまかわ よしゆき 富⼠通(株)⾺術部 ウォーエレファント
25 勝⼜ 泰⼠ かつまた やすし 警視庁乗⾺同好会 フルンティング

【キャンセル】
No ⽒名 ふりがな 所属団体 備考



競技⽇︓ 6⽉30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 ふりがな 所属団体 ⾺匹
1 落合 洋⽂ おちあい ひろふみ ⽇本アイ・ビー・エム(株)⾺術部 ステイチューン
1 坂井 俊幸 さかい としゆき ⽇本アイ・ビー・エム(株)⾺術部 バロンドゥフォール
2 細川 浩志 ほそかわ ひろし トッパン・フォームズ(株)⾺術部 ウォーエレファント
2 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 フルンティング
3 神津 深芳 こうづ みよし SOMPOホールディングス⾺術部 エンキンドル
3 児⽟ 彰 こだま あきら SOMPOホールディングス⾺術部 エアピザレー
4 河合 正浩 かわい まさひろ ソニー⾺術部 ドラゴンヴァース
4 ⼩野寺 由紀⼦ おのでら ゆきこ ソニー⾺術部 バロンドゥフォール
5 ⿃塚 鈴⼦ とりづか すずこ ＴＭＧ乗⾺同好会 ウォーエレファント
5 ⿃塚 修 とりづか おさむ ＴＭＧ乗⾺同好会 フルンティング
6 和⽥ 莉代⼦ わだ りよこ 富⼠通(株)⾺術部 エンキンドル
6 碓井 滋敏 うすい しげとし 富⼠通(株)⾺術部 エアピザレー
7 ⾼宮 勇治 たかみや ゆうじ 警視庁乗⾺同好会 ドラゴンヴァース
7 ⽥中 希 たなか のぞみ 警視庁乗⾺同好会 バロンドゥフォール
8 薗部 亜⽮⼦ そのべ あやこ ソニー⾺術部 ウォーエレファント
8 森島 七重 もりしま ななえ ソニー⾺術部 フルンティング
9 ⼩⽳ 幸⼦ こあな さちこ YS乗⾺同好会 エンキンドル
9 ⼭⼝ 昇 やまぐち のぼる 防衛省乗⾺同好会 エアピザレー

【キャンセル】
No ⽒名 ふりがな 所属団体 備考


