
1 平成9年度事業報告
2月21日　第 1回理事会（サンケイホール）
4月21日　第 1回競技委員会（三井アーバンホテル）
4月23日　第 1回幹事会（関西大学）
5月28日　第 2回幹事会（関西大学）
6月20日　第 3回幹事会（関西大学）
6月27日　第 2回理事会（サンケイホール）
7月18日　第 4回幹事会（関西大学）
7月19日　関西学生総合馬術練習会（信太山）
7月26日　関西学生監督会議（JRA京都競馬場）
8月 4日　第 5回幹事会（杉谷馬事公苑）
8月10日　第 3回理事会（杉谷馬事公苑）
8月31日　第 6回幹事会（関西大学）
9月 1日　第 1回委員長会議（東洋ホテル）

10月20日　第 7回幹事会（関西大学）
11月21日　第 4回理事会（サンケイホール）
12月19日　第 5回理事会（サンケイホール）
1月23日　第 2回委員長会議（東洋ホテル）
1月31日　第 6回理事会（東洋ホテル）
1月31日　平成 9年度定例総会（東洋ホテル）

2 平成9年度競技会成績
1. 第 1回 関西学生馬術プリンセス大会　　 1997年 2月～3月　　於　参加大学馬場

• プリンセス大会
1 関西学院大学
2 大阪府立大学

2. 第 8回 関西学生王座決定戦　　 1997年 4月 27日　　於　関西大学

• 王座決定戦決勝リーグ
1 関西学院大学
2 関西大学
3 京都大学

3. 第 35回 関西学生馬術選手権大会　　 1997年 5月 4, 5日　　於　京都産業大学

• 選手権競技 （全 37選手）
1 肥山 寿一 京産大
2 井上 智之 関学大
3 百田 牧人 京都大
4 阿部 克弘 立命館大
5 松浦 広明 関学大
5 森　 信哉 大阪府大

4. 第 33回 関西学生馬術女子選手権大会　　 1997年 5月 4, 5日　　於　京都産業大学

• 女子選手権競技 （全 16選手）
1 岡田 奈津子 京産大
2 酒井 はるか 京産大
3 山田 京子 大阪府大
4 安部 智美 立命館大
5 佐藤 裕見子 関学大
5 桜井 佳子 立命館大

5. 第 32回 全関西学生馬術大会　　 1997年 6月 6, 7, 8日　　於　京都競馬場乗馬センター

• 学生賞典馬場馬術競技 （全 23選手）
1 浜口 久美代 リブラ 京産大 637.5
2 赤田 知章 大文字 立命館大 631.0
3 檜山 伸太郎 ヴェルダンディ 京産大 629.0
4 岡田 奈津子 ドン・ホセ 京産大 622.0
5 井上 智之 月駒 関学大 612.5
6 水口 智江可 アポイリージ 京都大 611.0
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• 新馬障害飛越競技 （全 15選手）
1 岡田 　大 天麗 天理大 –0, –4 45”62
2 葉　 　慧 虎甲 甲南大 –0, –4 51”93
3 関本 麻香 センテニアルウィル 京都大 –0, –4 54”76
4 中山 義宣 千太 関西大 –0, –8 40”91
5 奥平 勇人 ルイアンドルイ 京産大 –0, –8 67”86
6 楢崎 美穂 シーザー 同志社大 –4

• 中障害飛越競技 C （全 25選手）
1 鈴木 一徳 月剣 関学大 –0, –0 44”18
2 白川 敏郎 アラミス 近畿大 –0, –3 47”05
3 楢崎 美穂 リベロ J 同志社大 –4 58”68
4 浜口 久美代 フォルナックス 京産大 –4 63”09
5 原田 亮介 千駿 関西大 –8 58”74
6 岡山 　博 月誉 関学大 –8 59”66

• 中障害飛越競技 B （全 12選手）
1 安部 洋一 凌峰 神戸大 –4 62”66
2 赤田 知章 ルドラ 立命館大 –8 53”55
3 高岸 多喜二 FOX II 関西大 –8 56”01
4 細野 　淳 浪隼人 大阪府大 –8 56”11
5 井上 智之 月雪 関学大 –11.25 80”99
6 森　 信哉 浪皇子 大阪府大 –23.75 74”40

• 複合馬術競技 C （全 9選手）
1 浜口 久美代 フォルナックス 京産大　 –107·1/6
2 鈴木 一徳 月剣 関学大 –107·2/3
3 原田 亮介 千駿 関西大 –123·1/3
4 葉　 　慧 甲蓮 甲南大 –134·1/2
5 葉　 　慧 甲明 甲南大 –135·1/3
6 井上 孝一 千幻 関西大 –138

• 複合馬術競技 B （全 6選手）
1 安部 洋一 凌峰 神戸大 –125·2/3
2 高岸 多喜二 FOX II 関西大 –130·5/6
3 細野 　淳 浪隼人 大阪府大 –132·1/2
4 井上 智之 月雪 関学大 –139·11/12
5 森　 信哉 浪皇子 大阪府大 –162·1/12
6 中山 義宣 千太 関西大 –166·5/6

• 選抜障害飛越競技 （全 7選手）
1 高岸 多喜二 FOX II 関西大　 –0 47”03
2 井上 智之 月雪 関学大 –3 58”25
3 鈴木 一徳 月剣 関学大 –4 43”68
4 安部 洋一 凌峰 神戸大 –7 59”59
5 岡山 　博 月誉 関学大 –8 46”67
6 中山 義宣 千太 関西大 –8 48”49

• コンソレーション障害飛越競技 （全 28(内 OPEN 2)選手）
1 池田 俊太郎 ファンタスティック 京都大 –0 54”23
2 坪　 肖旗 グランディア 同志社大 –0 56”12
3 阿倍 篤嗣 浪治 大阪府大 –0 56”83
4 井手野 公哉 ウィシュミーラック 関西大 –0 60”68
5 池見 憲一 凌蛍 神戸大 –0 61”75
6 木島 佑介 フォルナックス 京産大 –0 62”67

• 団体総合得点競技 （表彰は 3位まで、6位までは年間表彰ポイント該当）
1 関西学院大学 43点
2 関西大学 19点
3 京都産業大学 36点
4 神戸大学
5 立命館大学
6 大阪府立大学

2



6. 第 29回 関西学生女子自馬大会　　 1997年 6月 6, 7, 8日　　於　京都競馬場乗馬センター

• 女子馬場馬術競技 A （I） （全 17選手）
1 佐藤 裕見子 月駒 関学大 369.5
2 関本 麻香 ジャックアスヒル 京都大 363.5
3 安部 智美 ケイアンドリュー 立命館大 361.0
4 水口 智江可 アポイリージ 京都大 354.0
5 浜口 久美代 フォルナックス 京産大 353.0
6 酒井 はるか スマイルモーメント 京産大 349.5

• 女子馬場馬術競技 A （II） （全 17選手）
1 岡田 奈津子 ドン ·ホセ 京産大　 391.0
2 川原 恵子 アポイリージ 京都大 365.0
3 浜口 久美代 ケイスパート 京産大 362.5
4 濱嶋 麻里 アーリーオータム 京都大 358.0
5 杉浦 朋子 ヴェスパ 京産大 351.5
6 岸本 真由美 月勝 関学大 348.5

• 女子馬場馬術競技 B （I） （全 11選手）
1 中崎 里実 浪嵐 大阪府大 335.0
2 加藤 真輝子 アポイリージ 京都大 334.0
3 川北 雅世 月貴 関学大 344.5
4 木下 綾子 バルメール 神女大 330.5
5 山口 和香子 桜舞 立命館大 329.5
6 小松 江梨子 環 大阪市大 300.0

• 女子馬場馬術競技 B （II） （全 11選手）
1 石川 由香 浪嵐 大阪府大 358.5
2 堀　 幸子 ジャックアスヒル 京都大 336.5
3 藤田 摩理子 マイネクライネ 関西大 329.5
3 阪上 有香 月貴 関学大 322.0
4 近藤 美帆 キムバリー 同志社大 320.5
5 神谷 里美 アーリーオータム 京都大 318.0

• 女子障害飛越競技 （全 32選手）
1 本城 英恵 剣浪 大阪府大 –0, –0 37”26
2 岸本 真由美 月誉 関学大 –0, –0 44”06
3 酒井 はるか スマイルモーメント 京産大 –0, –4 36”70
4 植田 千佳子 月晃 関学大 –0, –4 41”82
5 吉村 亜季子 甲翔 甲南大 –0, –4 45”15
6 堀　 幸子 ヒノデロッキー 京都大 –0, –4 45”69

• 団体総合得点競技 （表彰は 3位まで、6位までは年間表彰ポイント該当）
1 京都大学 42点
2 関西学院大学 33点
3 大阪府立大学 30点
4 京都産業大学
5 立命館大学
6 関西大学

7. 第 28回 関西学生新人馬術大会　　 1997年 6月 8日　　於　京都競馬場乗馬センター

• 新人障害飛越競技 （全 51選手）
1 桑島 浩史 浪隼人 大阪府大 –0, –0 35”09
2 京極 崇之 ルドラ 立命館大 –0, –0 42”56
3 山添 晴治 ヒノデロッキー 京都大 –0, –0 43”49
4 古川 雄嗣 ブラウンパルサー 京都大 –0, –0 44”16
5 中道 枝里子 ウィンク 京産大 –0, –0 46”66
6 山本 宙樹 モンゴル 立命館大 –0, –4 41”56

• 団体総合得点競技 （表彰は 3位まで、6位までは年間表彰ポイント該当）
1 立命館大学 34点
2 京都大学 27点
3 大阪府立大学 20点
4 京都産業大学
5 関西大学
6 同志社大学
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8. 第 32回 関西学生馬場馬術大会　　 1997年 7月 25日　　於　京都競馬場乗馬センター

• 学生賞典馬場馬術競技 （全 28選手）
1 赤田 知章 大文字 立命館大 647.0
2 檜山 伸太郎 ヴェルダンディ 京産大 634.5
3 浜口 久美代 リブラ 京産大 629.5
4 井上 智之 月駒 関学大 611.0
5 岡田 奈津子 ドン・ホセ 京産大 609.0
6 関本 麻香 ジャックアスヒル 京都大 606.0

• 団体成績 （表彰は 3位まで、6位までは年間表彰ポイント該当）
1 京都産業大学 1873.0点
2 立命館大学 1824.0点
3 京都大学 1779.5点
4 関西学院大学 1765.5点
5 関西大学 1553.0点

9. 第 32回 関西学生障害馬術大会　　 1997年 7月 25, 26, 27日　　於　京都競馬場乗馬センター

• 標準中障害飛越競技 （全 39選手）
1 楢崎 美穂 リベロ J 同志社大 –4, –0
2 高岸 多喜二 FOX II 関西大 –4, –34
3 楢崎 美穂 ゴールデンサミー 同志社大 –12
4 赤田 知章 ルドラ 立命館大 –20
5 横江 友佳 ヒノデロッキー 京都大 –24
6 寺井 威央 マリモユーコー 同志社大 –25

• 団体成績 （表彰は 3位まで、6位までは年間表彰ポイント該当）
1 同志社大学 –57
2 関西大学 –81.5
3 京都産業大学 –170.75

4 京都大学 –219
5 関西学院大学 –312.5
6 大阪府立大学 –321.25

• 小障害飛越競技 （全 6(内 OPEN 0)選手）
該当無
1 酒井 はるか スマイルモーメント 京産大 –11 86”08
2 楢崎 美穂 シーザー II 同志社大 –11 86”23
3 溝畑 敬明 プリンスオブエミ 立命館大 –11.5

10. 第 22回 関西学生女子複合馬術大会　　 1997年 8月 8, 9日　　於　杉谷馬事公苑

• 女子複合馬術競技 （全 21選手）
1 本城 英恵 浪剣 大阪府大 –121·1/3
2 吉村 亜希子 甲蓮 甲南大 –109·5/6
3 酒井 はるか スマイルモーメント 京産大 –111·5/6
4 坂口 真季子 杉翠 大阪市大 –116·1/3
5 植田 千佳子 月晃 関学大 –128·1/3
6 山田 京子 碧浪 大阪府大 –120·5/6

• 団体成績 （表彰は 3位まで）
1 大阪府立大学 –251·1/12
2 関西学院大学 –279
3 京都産業大学 –296·1/12

11. 第 40回 関西学生総合馬術大会　　 1997年 8月 9, 10日　　於　杉谷馬事公苑 ·信太山

• 総合馬術競技 （全 25選手）
1 山田 浩二 レイチェル 関西大　 –99
2 高岸 多喜二 千駿 関西大 –115.8
3 中山 義宣 千太 関西大 –121.1
4 井上 孝一 千幻 関西大 –184.6
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• 団体成績 （表彰は 3位まで、2、3位は該当無し）
1 関西大　　　 –335.9

12. 第 18回 学生馬術東西対抗競技会　　 1997年 11月 2日　　於　馬事公苑

• 障害飛越競技
関東チーム 関西チーム
中島 信行 明治大 ○　× 百田 牧人 京都大
大久保 輝彦 中央大 ○　× 肥山 寿一 京産大
片岡 杏子 日本大 ×　○ 酒井 はるか 京産大
岡部 　新 東京農大 ○　× 井上 智之 関学大
近森 広行 麻布大 ○　× 阿部 克弘 立命館大
松岡 智子 青学大 ○　× 岡田 奈津子 京産大
山下 大輔 日本大 ×　○ 松浦 広明 関学大
川俣 亮介 青学大 ○　× 森　 伸哉 大阪府大
6勝 2敗 ○　× 2勝 6敗

3 平成9年度表彰
同志社大学はこの年の関西学生障害馬術大会で未登録馬の出場があったため、団体、個人、馬匹とも関西学生馬術

連盟の年度表彰非対象となった。

1. 優秀団体
1 関西学院大学 54P
2 関西大学 52P
3 京都産業大学 48P
4 京都大学 44P
5 大阪府立大学 32P
6 立命館大学 30P

2. 三大大会優秀団体
1 関西大学 23P
2 関西学院大学 18P
3 京都大学 14P

3. 優秀選手
1 高岸 多喜二 関西大 50P
2 井上 智之 関学大 40P
3 浜口 久美代 京産大 38P
3 赤田 知章 立命館大 38P
5 安部 洋一 神戸大 30P
5 鈴木 一徳 関学大 30P

4. 優秀女子選手
1 酒井 はるか 京産大 28P
2 岡田 奈津子 京産大 24P
2 本城 英恵 大阪府大 24P
4 佐藤 裕見子 関学大 16P
4 岸本 真由美 関学大 16P
6 安部 智美 立命館大 14P
6 吉村 亜季子 甲南大 14P

5. 優秀馬匹
1 FOX II 関西大 40P
2 凌峰 神戸大 30P
2 月剣 関学大 30P
4 アポイリージ 京都大 28P
5 浪隼人 大阪府大 26P
5 ルドラ 立命館大 26P
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6. 特別賞
(個人)
酒井 はるか 京産大 第 33回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 7位入賞
岡田 奈津子 京産大 第 33回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　 10位入賞 乗馬: ドン・ホセ

(団体)
京都産業大学 第 40回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　団体 5位

7. 功労賞
筧　 秀介 関西大 平成 9年度幹事長
佐藤 貞人 同志社大 平成 9年度副幹事長
寺田 大介 大阪市大 平成 9年度副幹事長
作原 清太 関学大 平成 9年度競技委員
経塚 　勉 近畿大 平成 9年度全日本学生馬術連盟副幹事長
桜井 英子 甲南大 平成 9年度女子幹事長・平成 9年度賞典委員
佐藤 裕見子 関学大 平成 9年度放送委員

8. 功労馬
月優 関学大
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