
1 辻　真理子 ジオバンニM Ross　Hof 58.377

2 東　文雄 ヴォルフラム エヌエスジー 58.152

3 西村　恵美 ノルマンディ クレイン千葉 57.837

4 酒井　耕 ブルーズハープ 尾形ＤＳ 56.756

5 金井　仁 トップアライブ クレイン千葉 55.945

1 番場　よしみ ツイスター コルザHC 65.999

2 伴　美恵子 オークローラ 四街道GH 61.888

3 三宅　勇気 ヴァーデゥルヘイメル ＨＲＣバランス 61.444

4 坂　卓磨 ルイ・ウィリディス 尾形DS 60.111

5 金井　仁 アイティトップ クレイン千葉 57.222

6 斉藤　笑夏 ヴィットリオオクタバドス ＨＲＣバランス 56.277

1 岡田　一将 ルビーノＷ Ross　Hof 64.692

2 伴　孝徳 パブロＢ 四街道GH 62.104

3 有山　哲哉 リッチオーネ クレイン千葉 60.657

4 伴　孝徳 サンテ 四街道GH 59.780

5 岡田　美紀子 ディヴィーノ Ross　Hof 57.762

6 波木　毬南 ロイヤルダンクス パラドールDS 56.710

最終
得点率％

《日本馬術連盟公認》
2017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3戦

第47回千葉県馬術大会PartⅠ

平成29年4月28日（金）～30日（日）

　　　 　　　　　　　　　☆印　日本馬術連盟公認競技

　第1競技 ☆　JEF　M1課目 J：小川

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

最終
得点率％

順位 選手名 馬名 所属

順位 選手名 馬名 所属

　第2競技 ☆　JEF　　S1課目

最終
得点率％

　第3競技 　☆　FEIセントジョージ賞典2009

順位 選手名 馬名 所属

J：小川

J：宮木



1 寺島　博 ロイヤルダンスク パラドールDS 65.745

2 早川　由花 ウィンザー エヌエスジー 64.473

3 坂　卓磨 ロールス 尾形DS 61.403

4 有山　哲哉 リッチオーネ クレイン千葉 58.508

5 佐々木　香織 ドン・アクツェント セントラルRC 57.368

1 伴　孝徳 バイロンエイティーン 四街道GH 60.833

2 早川　由花 リオストロ エヌエスジー 59.900

3 伴　美恵子 ケルスヴリンデルック 四街道GH 47.366

1 渡邊　一貴 ラ・ヴィクトワール OC宝馬 60.947

2 ロング　素布衣 ブガッティ コルザHC 56.896

3 菅崎　千恵子 アイティトップ クレイン千葉 56.723

4 中村　恵子 ノルマンディア コルザHC 53.102

5 田中　静子 パスピエ クレイン千葉 52.068

1 宇津　大樹 スラィリー OC宝馬 60.651

2 徳永　純子 ホリーホック レアルネップ 59.999

3 佐々木　里奈 シルキーアリエス OC宝馬 59.891

4 玉崎　三千男 テオドール レアルネップ 58.912

1日目

☆　FEＩインターメディエイトⅠ２００９ J：宮木

順位 選手名 馬名 所属
最終

得点率％

　第4競技

☆　FEIグランプリ馬場馬術課目２００９ J：宮木

順位 選手名 馬名 所属
最終

得点率％

　第5競技

J：浅野

最終
得点率％

馬名

　第6競技

順位 選手名 馬名 所属

ＪＥＦ　L1課目トライアル

　第7競技 ＪＥＦ　A３課目２０１３　一般班 J：木村

順位 選手名 所属
最終

得点率％



1 古川　澪 タヤスレオナルド OC宝馬 60.651

2 山梨　真理子 トップオブサンデー OC宝馬 57.608

1 森島　沙良 ウィナー　 OC宝馬 62.352

2 玉崎　公恵 ホリーホック レアルネップ 58.823

3 三井　源也 バルトーロ OC宝馬 57.794

4 玉崎　公恵 マイネルホライズン レアルネップ 55.735

5 山野井　祐子 ポリッシュジョー ボナンザＲＣ 54.999

1 大内　千夏 レジスト OC宝馬 64.117

2 柴田　直子 ページボーイ ボナンザＲＣ 60.146

3 宮本　知弥 デュセル OC宝馬 59.852

4 番場　恵子 スーパーボルト コルザHC 58.529

5 中島　久理 シエロアスール コルザHC 57.646

6 三木　美江 なのはな クレイン千葉 57.352

1 山口　まどか ブラックサンダー セントラルRC 59.999

1 柳下　隆司 トゥールモンド コルザHC 57.833

2 佐藤　むつみ トゥールモンド コルザHC 47.833

　第7競技

第10競技

順位

選手名

選手名

選手名

所属
最終

得点率％

1日目

ＪＥＦ　A３課目２０１３　トレーニング班

馬名順位

最終
得点率％

CEAドレッサージュテストＢ２００７

ＪＥＦ　A１課目２０１３

J：木村

馬名 所属
最終

得点率％

J：木村

備考所属

順位

第9競技

　第8競技

ＪＥＦ　A２課目　トレーニング班　第8競技

順位 選手名 馬名 所属

選手名 馬名 所属

ＪＥＦ　A２課目２０１３　一般班

順位

馬名

J：木村

最終
得点率％

備考

J：木村

J：木村

最終
得点率％



1 岡田　一将 ルビーノＷ Ross　Hof 66.163

2 伴　孝徳 パブロＢ　 四街道GH 64.034

3 江里口　裕子 ホウフレーバー OC宝馬 61.403

4 有山　哲哉 リッチオーネ クレイン千葉 61.140

5 三宅　勇気 ヴァーデゥルヘイメル ＨＲＣバランス 60.920

6 岡田　美紀子 ディヴィーノ Ross　Hof 59.692

1 寺島　博 ロイヤルダンスク パラドールDS 65.657

2 番場　よしみ ツイスター コルザHC 64.122

3 早川　由花 ウィンザー エヌエスジー 63.026

4 坂　卓磨 ロールス 尾形DS 61.797

5 有山　哲哉 リッチオーネ クレイン千葉 61.315

6 番場　よしみ イルテア コルザHC 55.832

1 伴　孝徳 バイロンエイティーン 四街道GH 62.000

2 早川　由花 リオストロ エヌエスジー 60.900

3 伴　美恵子 ケルスヴリンデルック 四街道GH 55.366

1 渡邊　一貴 ビッツェル OC宝馬 54.385

1 加藤　亜実 ラズベリー Ross　Hof 59.604

2 羽生　絢美 リミックス Ross　Hof 59.210

馬名

　第14競技

所属
最終

得点率％

順位 選手名

第15競技

　第11競技

順位 選手名

順位 選手名 馬名

順位 選手名 馬名 所属
最終

得点率％

所属
最終

得点率％

馬名 所属
最終

得点率％

J：宮木
☆ＦＥＩ　ヤングライダー個人競技

馬場馬術課目２００９

☆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
最終

得点率％

　☆　FEIセントジョージ賞典2009

馬名 所属

J：宮木

平成29年4月29日（土）　

2日目 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13競技 ☆　FEI グランプリ馬場馬術課目　２００９ J：宮木

　第12競技 ☆　FEIインターメディエイトⅠ２００９ J：宮木



1 西村　恵美 ノルマンディア クレイン千葉 59.548

2 ロング　瑠偉 ブガッティ コルザHC 55.805

3 村上　裕子 ステップ OC宝馬 54.549

　

1 岡田　一将 エオルス Ross　Hof 65.459

2 松下　理一郎 テオドール レアルネップ 65.172

3 番場　よしみ ノルマンディア コルザHC 63.447

4 伴　孝徳 リズ 四街道GH 62.758

5 木村　彩友子 ロレンツィオ STAR　HORSES 62.585

6 松下　理一郎 ホリーホック レアルネップ 62.298

1 高田　友裕 レジスト OC宝馬 60.172

2 内田　久美子 ドン・アクツェント セントラルRC 59.654

3 湯浅　磨里 フェアリードール パラドールDS 58.907

4 ロング　素布衣 ブガッティ コルザHC 58.160

5 清水　裕子 ルイ・ウィリディス 尾形DS 57.988

6 徳山　涼 ハクバノイデンシ インターアクション 54.999

1 久保　博子　 フェアリードール パラドールDS 59.927

2 中井　芽衣 リリアンドール パラドールDS 58.550

3 古川　澪　 タヤスレオナルド OC宝馬 58.043

4 中島　久理 シエロアスール コルザHC 54.419

順位

　第18競技

選手名

順位 選手名

　第16競技

2日目

ＪＥＦ　A３課目２０１３　トレーニング班

M1課目トライアル

J：小川

J：河野

所属

J：浅野

　第19競技

☆　ＪＥＦ　L1課目

順位 選手名 馬名 所属
最終

得点率％

馬名
最終

得点率％

　第17競技

ＪＥＦ　L1課目トライアル J：浅野

順位 選手名 馬名 所属
最終

得点率％

馬名 所属
最終

得点率％



1 徳永　純子 ホリーホック レアルネップ 61.231

2 宇津　大樹 スラィリー OC宝馬 57.608

3 加藤　大空 タカラハル インターアクション 57.390

4 佐々木　里奈 シルキーアリエス OC宝馬 57.173

5 玉崎　三千男 テオドール レアルネップ 49.709

1 森島　沙良 ウィナー OC宝馬 57.940

2 高橋　直美 オブザプライド OC宝馬 56.470

3 板橋　寿子 パレット OC宝馬 54.999

4 山野井　祐子 ポリッシュジョー ボナンザＲＣ 54.019

5 玉崎　公恵 マイネルホライズン レアルネップ 52.842

6 横山　芽衣 メルシー クレイン千葉富里 51.862

1 永森　舞乃 ベルモント・ラッシュ レアルネップ 64.411

2 三木　美江 なのはな クレイン千葉 58.724

3 山口　まどか ブラックサンダー セントラルRC 57.744

4 内田　久美子 ラ･ウール セントラルRC 57.450

5 清水　みゆき インペリアルシーザー パラドールDS 57.156

6 番場　恵子 スーパーボルト コルザHC 56.862

1 内田　久美子 ブラックサンダー セントラルRC 60.666

2 山口　浩伸 アヴィ レアルネップ 41.777

選手名

選手名

J：河野

ＪＥＦ　A２課目２０１３　トレーニング班

馬名

所属馬名

　第20競技 ＪＥＦ　A２課目２０１３　一般班

順位

　第19競技

最終
得点率％

ＪＥＦ　A３課目２０１３　一般班

最終
得点率％

第21競技 ＪＥＦ　A１課目２０１３

　第20競技

順位 選手名

最終
得点率％

所属

J：河野

所属

馬名

備考

J：河野

順位 選手名 馬名 所属

2日目

順位

J：河野

最終
得点率％



1 野口　祐美子 ブラックサンダー セントラルRC 59.555

2 多田　七彩 オブザプライド OC宝馬 59.444

3 立花　萌々楓 シエロアスール コルザHC 56.555

4 佐藤　むつみ トゥールモンド コルザHC 50.222

1 東　文雄 ヴォルフラム エヌエスジー 64.141

2 金井　仁 アイティトップ クレイン千葉 60.858

3 辻　真理子 ジオバンニM Ross　Hof 59.191

4 金井　仁 トップアライブ クレイン千葉 58.585

5 梅澤　舞華 ホウフレーバー OC宝馬 58.434

6 西村　恵美 ノルマンディ クレイン千葉 57.322

1 ロング　瑠偉 ブガッティ コルザHC 55.630

1 村岡　悠佳 アイルオフダリウス TOMORC 59.043

2 渡邊　一貴 ビッツェル OC宝馬 55.482

　第24競技

J：宮木

馬名

J：小川

　ＪＥＦ　M1課目　トライアル

馬名 所属
最終

得点率％

選手名

☆　ＪＥＦ　M２課目

最終
得点率％

　第25競技

選手名順位

J：浅野

馬名

　第23競技

順位

最終
得点率％

第22競技

所属

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

CEAドレッサージュテストＢ２００７ J：河野

馬名 所属

3日目

順位 選手名

順位 選手名

所属

最終
得点率％

☆　ＦＥＩ　ジュニアライダー個人競技
馬場馬術課目２００９

平成29年4月30日（日）　

2日目

備考



1 番場　よしみ ツイスター コルザHC 64.122

2 三宅　勇気 ヴァーデゥルヘイメル ＨＲＣバランス 62.543

3 鞆　真一 金斗雲 TOMORC 60.701

4 伴　美恵子 オークローラ 四街道GH 59.122

5 番場　よしみ イルテア コルザHC 58.947

6 坂　卓磨 ルイ・ウィリディス 尾形DS 57.236

1 羽生　絢美 リミックス Ross　Hof 60.833

2 加藤　亜実 ラズベリー Ross　Hof 58.288

1 初田　理奈 キャプテン・ネモ イグレット 66.208

2 沼田　曜 コロン イグレット 62.166

1 岡田　一将 エオルス Ross　Hof 66.436

2 番場　よしみ ノルマンディア コルザHC 65.057

3 松下　理一郎 ホリーホック レアルネップ 64.137

4 松下　理一郎 テオドール レアルネップ 62.471

5 沼田　曜 ぽっくるくん イグレット 62.183

6 番場　よしみ スーパーボルト コルザHC 61.781

1 高田　友裕 レジスト OC宝馬 59.309

最終
得点率％

馬名

馬名

順位 選手名

　第31競技

　第32競技

順位 選手名

順位 所属

3日目

ＪＥＦ　L２課目トライアル

所属

☆　ＪＥＦ　L２課目

選手名

J：小川

　第26競技 ☆　　ＪＥＦ　S２課目

最終
得点率％

順位 選手名 馬名

J：宮木

最終
得点率％

所属
最終

得点率％

☆　ＦＥＩ　ヤングライダー個人競技
馬場馬術課目２００９

第27競技 J：宮木

順位 選手名 馬名 所属

J：宮木　第28競技 ☆　JEF 自由演技国体成年馬場馬術課目

J：浅野

馬名 所属
最終

得点率％

平成29年4月30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



1 田中　真央 ロイヤルダンスク パラドールDS 61.378

2 内田　久美子 ドン・アクツェント セントラルRC 57.988

3 ロング　素布衣 ブガッティ コルザHC 57.930

4 山口　まどか ブラックシェリー セントラルRC 57.815

5 菅原　秀夫 ハニー コルザHC 48.965

1 潮見　健 ウィナー OC宝馬 61.159

2 徳永　純子 ホリーホック レアルネップ 59.710

3 伊藤　由梨亜 アイルビーバック OC宝馬 57.101

4 玉崎　三千男 テオドール レアルネップ 55.144

1 久保　博子 フェアリードール パラドールDS 60.869

2 中島　久里 シエロアスール コルザHC 53.984

1 中西　由梨香 レガリア OC宝馬 58.431

2 玉崎　公恵 マイネルホライズン レアルネップ 55.980

3 山野井　祐子 ポリッシュジョー ボナンザＲＣ 55.784 総観：66.5

4 横山　芽衣 メルシー クレイン千葉富里 55.784 総観：66.0

1 永森　舞乃 ベルモント・ラッシュ レアルネップ 66.470

2 清水　みゆき インペリアルシーザー パラドールDS 59.313

3 三木　美江 なのはな クレイン千葉 59.117

4 黒川　由美子 琥珀 コルザHC 57.940

5 番場　恵子 スーパーボルト コルザHC 57.156

6 内田　久美子 ラ･ウール セントラルRC 56.470

　第35競技

　第35競技

　第34競技

ＪＥＦ　L1課目トライアル

馬名 所属
最終

得点率％
順位

選手名順位

選手名

　第33競技 J：浅野

J：河野

最終
得点率％

馬名 所属

ＪＥＦ　A３課目２０１３　一般班

J：河野

順位 選手名 馬名 所属
最終

得点率％

　第34競技

ＪＥＦ　A２課目２０１３　一般班 J：河野

順位 選手名 馬名 所属
最終

得点率％

ＪＥＦ　A３課目２０１３　トレーニング班

ＪＥＦ　A２課目　トレーニング班 J：河野

順位 選手名 馬名 所属
最終

得点率％

3日目



1 中井　芽衣 リリアンドール パラドールDS 69.782 A3トレ

1 内田　久美子 ラ･ウール セントラルRC 64.888

2 矢澤　千恵子 ジェルソミーノ セントラルRC 60.444

3 内田　久美子 ブラックサンダー セントラルRC 60.111

4 山口　浩伸 アヴィ レアルネップ 55.110

1 野口　祐美子 ブラックサンダー セントラルRC 57.555

2 立花　萌々楓 シエロアスール コルザHC 55.333

3 佐藤　むつみ トゥールモンド コルザHC 52.555

1 矢澤　千恵子 ジェルソミーノ セントラルRC 60.555

第39競技

備考
最終

得点率％
馬名

J：河野千葉県シニア馬場馬術

選手名 所属順位

千葉県チルドレンライダー馬場馬術 J：河野

順位 選手名 馬名 所属
最終

得点率％
備考

第36競技

選手名 馬名 所属
最終

得点率％
備考

第37競技

順位 選手名 馬名 所属
最終

得点率％
備考

3日目

第38競技 CEAドレッサージュテストＢ２００７ J：河野

ＪＥＦ　A１課目２０１３ J：河野

順位


