日本社会人団体馬術連盟
Japan Business Group Equestrian Federation

警視庁乗馬同好会


設立： 1988年



会社名： 警視庁




業種： 地方公務員

ホームページ
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/



部員数： 43名



ホームグラウンド：



主な過去の戦歴成績(実業団戦)

東京競馬場内警視庁騎馬隊



活動内容：









日本社会人団体馬術連盟が主催する大
会等に参加。

アピールなど






今大会への意気込み・目標


馬も軽車両、道路交通法を意識した安
全安心な馬術を心がけます！
第55回 全日本実業団障害馬術大会 出場団体

第35回優勝
第41、50、51回準優勝
昨年優勝

2連覇します！！それと、大会期間中の
皆様の安全安心をお守りします！

日本社会人団体馬術連盟
Japan Business Group Equestrian Federation

富士通馬術部


設立： 1956年



会社名： 富士通株式会社




業種：電気機器

ホームページ


https://www.facebook.com/FJR.Horse



部員数： 約50名



ホームグラウンド：






活動内容：





乗馬クラブ クレイン栃木




毎週土曜日の練習会
年1回の合宿（2013年、2014年、2016年
は韓国済州島）

アピールなど


主な過去の戦歴成績(実業団戦)






団結力、チーム力は他団体に負けませ
ん！
第55回 全日本実業団障害馬術大会 出場団体

第46回
第51回
第53回
第54回

準優勝
優勝
優勝
準優勝

今大会への意気込み・目標


一致団結して日本一の座を奪還します！

日本社会人団体馬術連盟
Japan Business Group Equestrian Federation

日本アイ・ビー・エム(株)馬術部


設立： 1973年



会社名：日本アイ・ビー・エム(株)


業種：コンピューター全般



部員数： 41名



ホームグラウンド：




活動内容：






座間近代乗馬クラブ
練習を月2回行います。
初心者の育成も部内で指導しています。
合宿、外乗会なども毎年実施します。





アピールなど




主な過去の戦歴成績(実業団戦)


社員向けの乗馬教室には毎年多くの参
加が有り、この教室を機に部員となる者
も多く、継続して練習を続けています。
今年は6名、部員が新たに加わりまし
た。







1月
1月
1月
1月
1月

第37回 優勝
第42回 2位
第51回 3位
第53回 3位
第54回 3位

今大会への意気込み・目標


第55回 全日本実業団障害馬術大会 出場団体

2000年
2005年
2014年
2016年
2017年

前回以上の成績を目指します。

日本社会人団体馬術連盟
Japan Business Group Equestrian Federation

(株)日立国際電気馬術部


設立：1970年



会社名： 株式会社日立国際電気




業種： 電気機器製造

ホームページ


http://www.hitachi-kokusai.co.jp/



部員数： 21名



ホームグラウンド：






活動内容：





特になし



合宿（山梨など）
練習会





アピールなど




主な過去の戦歴成績(実業団戦)




戦績が示す通り勝負師が揃っています。
日立グループの方、入部お待ちしています。
茨城在住の部員も多いです。
第55回 全日本実業団障害馬術大会 出場団体



2012年
年
2013年
年
2014年
年
2015年
年
2016年
年
2017年
年

第49回
回
第50回
回
第51回
回
第52回
回
第53回
回
第54回
回

優勝
ベスト8
ベスト
3位
位
優勝
準優勝
ベスト8
ベスト

今大会への意気込み・目標


少数精鋭ですが優勝を目指します。

日本社会人団体馬術連盟
Japan Business Group Equestrian Federation

皇宮警察本部


設立：１９７３年



会社名：皇宮警察本部



ホームページ


http://www.npa.go.jp/kougu/



部員数： 1９名



ホームグラウンド：






活動内容：

主な過去の戦歴成績(実業団戦)






特になし
社会人団体馬術連盟主催大会への参
加等




アピールなど




皇宮護衛官採用試験受験者募集中！



第４７回
第４８回
第４９回
第５２回

準優勝
優勝
準優勝
準優勝

今大会への意気込み・目標
まずはベスト8
そして優勝を目指して！

第55回 全日本実業団障害馬術大会 出場団体

日本社会人団体馬術連盟

パナソニック馬術部



Japan Business Group Equestrian Federation

設立： 1972年
会社名：パナソニック株式会社




2016年関西大会から

業種： 総合エレクトロニクスメーカー

ホームページ

社会人から始めてもご覧の通り、見事な騎乗姿

馬術部のHPはありません。



部員数： 約１００名
ホームグラウンド：





オータムでもがんばりましたよ。

活動内容：






杉谷乗馬クラブ（大阪）
中島トニアシュタール（茨城）他・・・
毎週土曜日にクラス別、種目別にて
練習を実施（大阪）
夏、秋の合宿の実施

今年のパナソニックの秘密兵器。
今回の初陣、見事に飾れるか
老若男女、共通の話題で
盛りあがれるのは馬のおかげ！

アピールなど




馬好きの仲間が集まった老若男女の集まりです。
部員には外国の社員もいます。
馬に携わる時は会社の枠を超え、
和気藹々と活動しています。
経験者も社会人デビューの部員にとっても
楽しい乗馬ライフを過ごす事が我が部の目的です。
第55回 全日本実業団障害馬術大会 出場団体

主な過去の戦歴成績(実業団戦)






実業団中障害優勝５回
入賞多数
個人戦障害、馬場優勝、入賞多数

今大会への意気込み・目標


ズバリ、今年こそ優勝でしょう！

日本社会人団体馬術連盟
Japan Business Group Equestrian Federation

SOMPOホールディングス馬術部


設立： 1970年頃



会社名： SOMPOホールディングス（株）




業種： 損害保険業、等

ホームページ


http://www.sompo-hd.com/

部員数： １０名
ホームグラウンド：










活動内容：





特になし

主な過去の戦歴成績(実業団戦)


不定期に練習を行っています。
年２回・春秋に合同合宿を開催

アピールなど





FacebookでSOMPOホールディングス馬
術部のページを開設しています。ぜひ「いい
ね」をお願いします。
第55回 全日本実業団障害馬術大会 出場団体

２０１１年大会第３位
２０１３年大会第４位

今大会への意気込み・目標
多くの新メンバーを迎えて表彰台の
真ん中を目指します！


日本社会人団体馬術連盟
Japan Business Group Equestrian Federation

東京都庁体育会乗馬部


設立：昭和37年



会社名： 東京都



業 種：首都東京として、予算規模としても職
員規模としても巨大な地方公共団体。都民
サービスのため、事務分野から技術分野ま
で、仕事の内容は広範囲に渡ります。



部員数：約40名



ホームグラウンド：一宮乗馬センター



活動内容：







定期練習：月1回
初心者講習会：年1回
合宿・強化練練習等：適宜
社馬連主催競技会・講習会等参加

アピールなど
2020年はオリンピック・パラリンピック東京大会！

まだまだ準備は盛りだくさんですが、頑張ります！
第55回 全日本実業団障害馬術大会 出場団体



主な過去の戦歴成績(実業団戦)
書けるような成績は遥か遠い過去となりま
したが、かつては・・・
 直近の入賞は第40回（2003年） 3位
 直近の優勝は第32回（1994年） 優勝



今大会への意気込み・目標
選手層がギリギリなのは今年も変わりませ
んが、落馬とケガのないよう頑張ります！

日本社会人団体馬術連盟
Japan Business Group Equestrian Federation

特別区文化体育会乗馬部


設立： 昭和50年４月1日



会社名： 特別区
（東京23区各区役所および東京二十三区
清掃一部事務組合や特別区競馬組合など）


業種： 公務 、サービス業



部員数： 30名



ホームグラウンド：






活動内容：







一宮乗馬センター



定期練習会月１回
合宿、目的別練習会年数回
（山梨や北海道など）
職員初心者乗馬講習会年１回

アピールなど


主な過去の戦歴成績(実業団戦)





今大会への意気込み・目標



生涯スポーツならではの選手起用
第55回 全日本実業団障害馬術大会 出場団体

第30回Ⅰ部リーグ戦第２位
第29回,第36回Ⅱ部リーグ戦第３位
最近は、第48、49、51、53回ベスト８



決勝リーグ進出
戦力の充実
地道な練習と平常心

日本社会人団体馬術連盟
Japan Business Group Equestrian Federation

トッパン･フォームズ株式会社馬術部


設立： 1968年9月



会社名： トッパン･フォームズ（株）




業種：その他製造業（印刷など）

ホームページ


無



部員数： ２６名



ホームグラウンド：








活動内容：





秦野国際乗馬クラブ
壬生乗馬クラブ
中島トニアシュタール、他



週１回の練習会、年数回の合宿
社馬連主催の試合への参加

アピールなど


主な過去の戦歴成績(実業団戦)





若手も加わり、年々活動が活発になって
来てます！

平成19年 第44回大会 優勝
平成25年 第50回大会 優勝
その他 準優勝4回、3位3回

今大会への意気込み・目標


第55回 全日本実業団障害馬術大会 出場団体

若手の勢いとベテランの粘り腰で、
3回目の優勝を目指します！！

