
1 高嶋　活士 アビエイション 長谷川RF 61.578

2 高嶋　活士 ユノス 長谷川RF 57.828

1 増元　拓巳 ベルロレンス エバーグリーン 68.918

2 岡田　一将 デスピーナ Ross　Hof 65.089

3 齊藤　圭介 ファーイースト ツクバハーベスト 64.414

4 高橋　奈保子 フルストプレス ツクバハーベスト 63.873

5 小池　はるか ナネ 守谷RC 62.927

6 伴　孝徳 サンテ 四街道GH 62.702

1 千葉　遙 パーピリオー 岩手県馬術連盟 64.999

2 松尾　涼 マリールルーシュ 尾形DS 59.122

3 井手　海琴 ラ・コアフュール 四街道GH 48.245

1 番場　よしみ ツイスター コルザHC 63.777

2 伴　美恵子 オークローラ 四街道GH 62.222

3 羽生　絢美 リミックス Ross　Hof 60.666

4 金井　仁 アイティトップ クレイン千葉 56.666

5 西村　恵美 ノルマンディ クレイン千葉 54.555

順位 選手名 馬名 所属

馬名 所属

J：宮木

最終
得点率％

J：小川

《日本馬術連盟公認》
2016ジャパンカップニューオリンピック馬術競技選手権大会第5戦

第46回千葉県馬術大会PartⅣ

平成28年9月16日（金）　

　　　 　　　　　　　　　☆印　日本馬術連盟公認競技

　第1競技 ☆　ＪＥＦ　M1課目 J：小川

2日目
平成28年9月17日（土）　

オリンピッククラブ宝馬乗馬学校 富里トレーニングファーム

1日目

ニューオリンピッククラブ宝馬乗馬学校　富里トレーニングファーム

　第44競技
パラ馬術競技ドレッサージュテストグレードⅢ

チームテスト

最終
得点率％

順位 選手名 馬名 所属

　第4競技 ☆　ＪＥＦ　S1課目

最終
得点率％

選手名順位

　第3競技
☆　FEI ジュニアライダー個人競技

馬場馬術課目２００９
J：宮木

順位 選手名 馬名 所属
最終

得点率％



1 齊藤　圭介 スターンバーグ ツクバハーベスト 66.710

2 寺島　博 ロイヤルダンスク パラドールDS 63.376

3 若杉　博和 ノア・プラド 守谷RC 63.245

4 黒須　晴子 ロリノ 岩手県馬術連盟 62.719

5 増元　真以子 カリーニャ エバーグリーン 62.017

6 小池　はるか ロダン 守谷RC 59.297

1 齊藤　久未 ロゼル ツクバハーベスト 68.289

2 齊藤　久未 ウィスパーＤ ツクバハーベスト 65.482

3 早川　由花 ウィンザー エヌエスジー 63.376

4 坂　卓磨 ロールス 尾形DS 61.490

5 伴　美恵子 ケルスヴリンデルック 四街道GH 60.482

1 増元　拓巳 オスティガドール エバーグリーン 59.833

2 早川　由花 リオストロ エヌエスジー 59.066

3 木曽　敏彦 デ・ラ・ベガ エヌエスジー 56.000

4 小阪　雅弘 グミエル エバーグリーン 54.500

1 俵山　まりん ホウフレーバー OC宝馬 60.916

1 陣内　恵理子 パーシー ヴェルデＦ 65.708

　第6競技

順位

　第8競技

選手名順位

順位 選手名

所属

J：宮木

選手名 馬名 所属
最終

得点率％

　第9競技

　☆　FEIセントジョージ賞典2009

馬名

☆　FEIグランプリ馬場馬術課目２００９

馬名 所属

☆　FEIインターメディエイトⅠ２００９ J：宮木

最終
得点率％

順位 選手名
最終

得点率％

☆　FEI 自由演技ジュニアライダー
馬場馬術課目２００９

　第12競技
☆　FEI 自由演技インターメディエイトⅠ

馬場馬術課目２００９

2日目

　第7競技

J：宮木

J：宮木

順位 選手名 馬名 所属
最終

得点率％

J：宮木

馬名 所属
最終

得点率％



1 寺島　博 インペリアルシーザー パラドールDS 61.838

2 番場　よしみ ノルマンディア コルザHC 61.034

3 江鳩　真也 リカーロブリラント ホースガーデン 60.746

4 椎名　由起子　 マロウティー セントラルＲＣ 58.160

5 金井　仁 パスピエ クレイン千葉 57.988

6 塩原　泰三 ヴェスパー レアルネップ 57.759

1 深山　圭 ガルチ エバーグリーン 60.746

2 豊川　奈津菜 レジスト OC宝馬 59.942

3 入倉　徳光 サンテ 四街道GH 58.965

4 吉野　海希 トップオブサンデー OC宝馬 56.723

5 高田　友裕 シルクアクシス OC宝馬 56.551

6 田中　静子 パスピエ クレイン千葉 54.712

1 岡村　優里亜 シルキーアリエス OC宝馬 62.753

2 澁谷　優真 ループスライダー OC宝馬 62.101

3 徳永　純子 ヴェスパー レアルネップ 60.150

4 大木　淑子 ループスライダー OC宝馬 55.362

5 池上　菜奈 マイネルホライズン レアルネップ 55.289

6 ロング素布衣 ブガッティ コルザHC 54.999

1 久保　博子 フェアリードール パラドールDS 60.579

2 高嶋　活士 アビエイション 長谷川RF 60.507

3 中島　典子 クレマ パラドールDS 59.927

4 山本　リカ ビーカム 四街道GH 55.289

所属

馬名

J：浅野

順位
最終

得点率％

ＪＥＦ　L1課目トライアル

選手名

順位 選手名

ＪＥＦ　A３課目　トレーニング班

所属馬名

馬名

所属

ＪＥＦ　A３課目　一般班

最終
得点率％

馬名 所属

☆　ＪＥＦ　L1課目　第14競技

順位

　第15競技

順位 選手名

　第16競技 J：浅野

J：浅野

選手名

　第16競技

J：浅野

最終
得点率％

最終
得点率％

2日目



1 大割　あや ラ・コアフュール 四街道GH 61.372

2 伊藤　由梨亜 シルキーアリエス OC宝馬 60.686

3 高田　侑希 タヤスレオナルド OC宝馬 60.685

4 菅原　秀夫 ハニー コルザHC 59.215

5 玉崎　公恵 マイネルホライズン レアルネップ 57.646

6 中島　久理 シエロアスール コルザHC 57.646

1 佐々木　里奈 デュセル OC宝馬 60.195

2 鴨川　歩 サージュ OC宝馬 59.999

3 清水　みゆき インペリアルシーザー パラドールDS 57.842

4 泉谷　空 エクラプランス OC宝馬 57.440

5 高原　善治 ケルスヴリンデルック 四街道GH 56.078

6 岡村　佳代 ニードルポイント OC宝馬 50.087

1 高山　幸子 オレンジフレイム セントラルRC 62.222

1 内田　久美子 オレンジフレイム セントラルRC 62.777

2 南部　正美 ビーカム 四街道GH 53.888

J：浅野

順位

順位 選手名 馬名 所属

順位

所属

最終
得点率％

備考

順位 選手名 馬名

　第19競技 CEA　ドレッサジューテストB

J：浅野

J：浅野

最終
得点率％

J：浅野

最終
得点率％

最終
得点率％

2日目

所属

ＪＥＦ　A２課目　トレーニング班

ＪＥＦ　A１課目

馬名 所属選手名

　第17競技

第18競技

ＪＥＦ　A２課目　一般班

馬名選手名

　第17競技



1 増元　真以子 センパーフィデリス エバーグリーン 68.130

2 増元　拓巳 ベルロレンス エバーグリーン 67.828

3 齊藤　圭介 ファーイースト ツクバハーベスト 66.110

4 岡田　一将 デスピーナ Ross　Hof 65.504

5 齊藤　圭介 フェデリカ ツクバハーベスト 63.837

6 伴　孝徳 サンテ 四街道GH 63.691

1 漆原　宣和 ガボン OC宝馬 52.567

1 松尾　涼 マリールルーシュ 尾形DS 56.666

2 井手　海琴 ラ・コアフュール 四街道GH 54.868

1 番場　よしみ ツイスター コルザHC 65.350

2 羽生　絢美 リミックス Ross　Hof 60.526

3 伴　美恵子 オークローラ 四街道GH 59.806

4 番場　よしみ イルテア コルザHC 59.517

5 金井　仁 アイティトップ クレイン千葉 55.569

1 深川　由美子 ノア・プラド 守谷RC 57.192

2 吉田　貴栄 ドルチェグランデ 尾形DS 55.920

平成28年9月18日（日）　

オリンピッククラブ宝馬乗馬学校 富里トレーニングファーム

J：木村

最終
得点率％

ＪＥＦ　M1課目　トライアル

☆　ＪＥＦ　M２課目 J：小川

順位 選手名 馬名 所属
最終

得点率％

　第23競技

3日目

　第21競技

　第22競技

　第20競技

☆　FEI ジュニアライダー個人競技
馬場馬術課目２００９

J：小川

順位 選手名 馬名 所属

順位 選手名 馬名 所属
最終

得点率％

☆　ＪＥＦ　Ｓ２課目 J：小川

順位 選手名 馬名 所属
最終

得点率％

　第25競技 　☆　FEIセントジョージ賞典2009 J：宮木

順位 選手名 馬名 所属
最終

得点率％



1 齊藤　久未 ウィスパーＤ ツクバハーベスト 64.823

2 早川　由花 ウィンザー エヌエスジー 62.411

3 坂　卓磨 ロールス 尾形DS 61.096

1 増元　拓巳 オスティガドール エバーグリーン 58.333

2 早川　由花 リオストロ エヌエスジー 57.266

3 小阪　雅弘 グミエル エバーグリーン 52.933

1 千葉　遙 パーピリオー 岩手県馬術連盟 65.333

1 齊藤　圭介 スターンバーグ ツクバハーベスト 69.916

2 黒須　晴子 ロリノ 岩手県馬術連盟 67.000

3 増元　真以子 カリーニャ エバーグリーン 66.500

4 寺島　博　 ロイヤルダンスク パラドールDS 65.416

5 江里口　裕子 ホウフレーバー OC宝馬 62.458

1 齊藤　久未 ロゼル ツクバハーベスト 69.750

2 伴　美恵子 ケルスヴリンデルック 四街道GH 64.208

3 陣内　恵理子 パーシー ヴェルデＦ 62.625

　第26競技

選手名

　第27競技

　第30競技

☆　FEIインターメディエイトⅠ２００９

☆　FEIグランプリ馬場馬術課目２００９

☆　FEI 自由演技
国体成年馬場馬術課目２００９

順位 馬名 所属
最終

得点率％

　第28競技

所属
最終

得点率％

J：宮木

J：宮木

☆　FEI 自由演技ジュニアライダー
馬場馬術課目２００９

順位 選手名 馬名

順位 選手名 馬名 所属
最終

得点率％

　第31競技
☆　FEI 自由演技インターメディエイトⅠ

馬場馬術課目２００９
J：宮木

J：宮木

順位 選手名 馬名 所属
最終

得点率％

J：宮木

順位 選手名 馬名 所属
最終

得点率％

3日目



1 木曽　敏彦 デ・ラ・ベガ エヌエスジー 58.708

1 番場　よしみ ノルマンディア コルザHC 66.896

2 岡田　一将 エオルス Ross　Hof 64.310

3 松下　理一郎 テオドール レアルネップ 64.137

4 萩原　克庸 パークビューパナメーラー ＨＲＳエボルブルス 63.160

5 江鳩　真也 リカーロブリラント ホースガーデン 62.758 総観：115

6 松下　理一郎 ホリーホック レアルネップ 62.758 総観：114.5

1 金森　誠子 ウィンクルム 尾形DS 58.275

2 豊川　奈津菜 レジスト OC宝馬 57.672

3 高田　友裕 シルクアクシス OC宝馬 56.810

4 入倉　徳光 サンテ 四街道GH 56.034

5 橋本　康子 スウィートジャム 四街道GH 54.654

1 深山　圭 ガルチ エバーグリーン 62.758

2 吉田　貴栄 G・リーベ 尾形DS 61.379

3 日比　孝子 ドルチェグランデ 尾形DS 59.223

4 長谷川　誠 ユノス 長谷川RF 57.068

5 山口　まどか ブラックシェリー セントラルRC 55.947

6 菅崎　千恵子 アイティトップ クレイン千葉 55.792

J：小川　第33競技

最終
得点率％

所属馬名

最終
得点率％

順位

第35競技

選手名順位

選手名 所属

ＪＥＦ　L１課目　トライアル

馬名

☆　ＪＥＦ　L２課目

J：木村

備考

備考

　第32競技
☆　FEI 自由演技

グランプリ馬場馬術課目２００９
J：宮木

最終
得点率％

　第34競技 ＪＥＦ　L２課目トライアル

順位 選手名 馬名 所属

J：木村

順位 選手名 馬名 所属
最終

得点率％

3日目



1 澁谷　優真 ループスライダー OC宝馬 60.325

2 菅原　秀夫 ハニー コルザHC 59.891

3 徳永　純子 ヴェスパー レアルネップ 58.152

4 池上　菜奈 マイネルホライズン レアルネップ 52.978

5 ロング　素布衣 ブガッティ コルザHC 52.608

1 中島　典子 クレマ　 パラドールDS 60.217

2 久保　博子 フェアリードール パラドールDS 58.913

3 天野　美智子 オブザプライド OC宝馬 55.543

4 山本　リカ ビーカム 四街道GH 54.891

1 橋爪　彩佳 ジェームスボンド OC宝馬 58.676

2 大割　あや ラ・コアフュール 四街道GH 58.626

3 玉崎　三千男 テオドール レアルネップ 58.382

4 玉崎　公恵 ホリーホック レアルネップ 57.793

5 玉崎　公恵 マイネルホライズン レアルネップ 56.911

6 中島　久里 シエロアスール コルザHC 55.470

1 梅澤　舞華 サージュ OC宝馬 62.646 　

2 高原　善治 ケルスヴリンデルック 四街道GH 57.352

3 清水　みゆき インペリアルシーザー パラドールDS 53.970

ＪＥＦ　A2課目　一般班

ＪＥＦ　A２課目　トレーニング班

最終
得点率％

J：木村

第37競技

最終
得点率％

馬名

選手名

第36競技

J：木村

最終
得点率％

ＪＥＦ　A３課目　トレーニング班

馬名

所属

ＪＥＦ　A３課目　一般班

備考

J：木村

順位

順位 選手名

第36競技

順位 選手名

第37競技

所属

馬名

所属

備考

備考所属

J：木村

最終
得点率％

順位 選手名 馬名

3日目



1 山口　まどか オレンジフレイム セントラルRC 58.666

2 赤坂　忍 ニードルポイント OC宝馬 55.333

1 山口　まどか オレンジフレイム セントラルRC 63.499

2 南部　正美 ビーカム 四街道GH 49.499

1 遠藤　毅 エルメスＴ 四街道GH 55.792 L1Ｔ

シニア表彰

馬名 所属
最終

得点率％

馬名

J：江里口

備考

ＪＥＦ　A１課目 J：木村

順位 選手名 所属
最終

得点率％

第39競技

　第　　競技

備考順位 選手名

順位 選手名 馬名 所属
最終

得点率％

　第40競技 CEA　ドレッサジューテストB J：木村

3日目

以　　上


