
1 平成10年度事業報告
2月 18日　第 1回幹事会（関西大学）
2月 27日　第 1回理事会（サンケイホール）
3月 13日　第 2回幹事会（関西大学）
3月 27日　第 2回理事会（サンケイホール）
4月 24日　第 3回幹事会（関西大学）
4月 25日　第 3回理事会（King of Kings）
7月 11日　第 4回理事会（King of Kings）
7月 15日　第 4回幹事会（関西大学）
7月 31日　平成 10年度臨時総会（サンケイホール）
8月 15日　第 1回 全日本学生選手権出場選手強化練習（京都産業大学）
8月 18日　第 5回幹事会（京都大学）
8月 28日　第 5回理事会（サンケイホール）
9月6, 7日　第 2回 全日本学生選手権出場選手強化練習（関西学院大学）

10月 14日　第 6回幹事会（関西大学）
11月 9日　第 6回理事会（サンケイホール）
12月 28日　第 7回幹事会（京都大学）
1月 22日　第 7回理事会（サンケイホール）
1月 22日　平成 10年度第 7回理事会（サンケイホール）
2月 13日　平成 10年度第 8回理事会（サンケイホール）
2月 13日　平成 10年度定例総会（サンケイホール）

2 平成10年度競技会成績
1. 第 2回 関西学生馬術プリンセス大会　　 1998年 2月～4月　　於　参加大学馬場

• プリンセス大会
1 大阪府立大学
2 京都大学

2. 第 9回 関西学生王座決定戦　　 1998年 4月 29日　　於　関西学院大学

• 王座決定戦決勝リーグ
1 関西学院大学
2 関西大学
3 京都産業大学

3. 第 36回 関西学生馬術選手権大会　　 1998年 5月 4, 5日　　於　京都産業大学

• 選手権競技 （全 35選手）
1 高柳 大輔 京産大
2 島　 秀佳 関学大
3 坪　 肖旗 同志社大
4 井上 智之 関学大
5 百田 牧人 京都大
5 飯田 良彦 京産大

4. 第 34回 関西学生馬術女子選手権大会　　 1998年 5月 4, 5日　　於　京都産業大学

• 女子選手権競技 （全 24選手）
1 石井 彩子 京都大
2 鷲尾 加奈子 京産大
3 佐武 紀子 京都大
4 立花 　直 京産大
5 安部 智美 立命館大
5 藤居 彩子 大阪府大
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5. 第 11回 関西学生選抜社会人選抜対抗戦　　 1998年 5月 5日　　於　京都産業大学

• 障害飛越競技
関西社会人選抜チーム 　 関西学生選抜チーム
秋田 政司 カバロ 坪　 肖旗 同志社大
岡村 敦子 ナショナル証券 鷲尾 加奈子 京産大
森谷 祥司 佐川急便 島　 秀佳 関学大
高井 美保子 佐川急便 高柳 大輔 京産大
川田 　泰 ナショナル証券 井上 智之 関学大
大島 由美子 松下電工 石井 彩子 京都大

1勝 5敗 5勝 1敗

6. 第 33回 全関西学生馬術大会　　 1998年 5月 22, 23, 24日　　於　阪神競馬場乗馬センター

• 学生賞典馬場馬術競技 （全 24選手）
1 木島 佑介 ヴェルダンディ 京産大 614.5
2 井上 智之 月駒 関学大 612.0
3 桜井 佳子 フェルド 立命館大 608.5
4 坪　 肖旗 キムバリー 同志社大 602.0
5 中園 和志 月優 関学大 600.0
6 神谷 里美 ウエスタンコナーズ 京都大 599.0

• 新馬障害飛越競技 （全 9選手）
1 大久保 弘道 凌駿 神戸大　 –0, –0 41”28
2 横山 篤史 サザンクロス 京産大 –0, –0 50”06
3 角森 一馬 フォマルハウト 京産大 –0, –4 43”34
4 荒川 智昭 千山 関西大 –0, –6 61”34
5 吉田 心一 月の雫 関学大 –3.25
6 高柳 大輔 ダビー 京産大 –8

• Lクラス障害飛越競技 B （全 80選手、10チーム）
個人
1 羽山 聡美 ロックフォール 同志社大 –0 69”21
2 井上 智之 月剣 関学大 –0 71”31
3 島　 秀佳 月雪 関学大 –0 71”39
4 飯田 良弘 アンドロメダ 京産大 –0 75”12
5 阿部 篤嗣 浪吹雪 大阪府大 –0 79”00
6 秋元 　裕 杉翠 大阪市大 –0 79”28

団体（チーム内の完走上位 3頭の成績による、表彰は 3位まで）
1 同志社大学 –0 247”79
2 関西大学 –0 260”58
3 大阪府立大学 –3 261”49

• Lクラス障害飛越競技 A （全 42選手）
1 井上 智之 月雪 関学大 –0 71”39
2 角森 一馬 フォマルハウト 京産大 –0 80”23
3 荒川 智昭 千駿 関西大 –0 81”14
4 横山 篤史 サザンクロス 京産大 –0 85”39
5 桜井 佳子 リトルウッズ 立命館大 –0 86”95
6 阿部 篤嗣 浪吹雪 大阪府大 –0 96”19

• Mクラス障害飛越競技 （全 24選手）
1 井上 智之 月湖 関学大 –0 86”35
2 羽山 聡美 ロックフォール 同志社大 –3 92”41
3 葉　 　慧 広甲 甲南大 –8 92”71
4 大久保 弘道 凌駿 神戸大 –10.5 107”11
5 河嶋 亮介 千秀 関西大 –10.75 116”32
6 原田 亮介 レイチェル 関西大 –12 81”41

• Lクラス複合馬術競技 （全 14選手）
1 井上 智之 月雪 関学大 –118
2 横山 篤史 サザンクロス 京産大 –121·2/3
3 阿部 篤嗣 浪吹雪 大阪府大 –125·5/6
4 荒川 智昭 千駿 関西大 –126·1/3
5 角森 一馬 フォマルハウト 京産大 –127·2/3
6 井上 智之 月剣 関学大 –132·2/3
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• Mクラス複合馬術競技 （全 6選手）
1 井上 智之 月湖 関学大　 –123·1/3
2 吉田 心一 月誉 関学大 –144
3 原田 亮介 レイチェル 関西大 –146
4 中井 浩史 マイネクライネ 関西大 –148
5 井手野 公哉 千龍 関西大 –156
6 大久保 弘道 凌駿 神戸大 –166·1/6

• 選抜障害飛越競技 （全 13選手）
1 桜井 佳子 リトルウッズ 立命館大 –0 85”85
2 羽山 聡美 ロックフォール 同志社大 –3 94”11
3 井上 智之 月湖 関学大 –4 81”52
4 荒川 智昭 千駿 関西大 –7 92”74
5 谷口 雅俊 凌峰 神戸大 –13.25 106”08
6 嶋田 和幸 浪皇子 大阪府大 –21 105”07

• 団体総合成績 （表彰は 3位まで、6位までは年間表彰ポイント該当）
1 関西学院大学 82点
2 京都産業大学 52点
3 関西大学 41点
4 同志社大学 40点
5 立命館大学 18点
6 神戸大学 17点

7. 第 30回 関西学生女子自馬大会　　 1998年 5月 23, 24日　　於　阪神競馬場乗馬センター

• 女子馬場馬術競技 B （I） （全 11選手）
1 上野 まりこ アポイリージ 京都大　 330.0
2 氏家 真紀子 ジャックアスヒル 京都大 320.5
3 西尾 　素 マイネクライネ 関西大 319.0
4 川北 雅世 月晃 関学大 314.0
5 福田 淳子 ダンディライアン 京都大 312.0
6 足木 容子 月霧 関学大 308.5

• 女子馬場馬術競技 B （II） （全 12選手）
1 酒井 はるか ヴェスパ 京産大 359.5
2 新井 素子 キムバリー 同志社大 339.5
3 酒井 はるか プロキオン 京産大 336.5
4 河路 倫子 凌麗 神戸大 334.0
5 富坂 恵美 誉 神戸大 329.0
6 渡部 麻百子 月霧 関学大 308.5

• 女子馬場馬術競技 A （I） （全 16選手）
1 森口 美穂 アポイリージ 京都大 373.0
2 岡田 　綾 浪剣 大阪府大 372.0
3 佐武 紀子 アーリーオータム 京都大 368.5
4 三宅 陽子 誉 神戸大 365.5
5 衣袋 亜矢子 天心 立命館大 361.5
6 岩原 洋子 夕浪 大阪府大 358.5

• 女子馬場馬術競技 A （II） （全 16選手）
1 藤居 彩子 夕浪 大阪府大 376.0
2 鷲尾 加奈子 フォルナックス 京産大 375.5
3 近藤 美帆 キムバリー 同志社大 374.0
4 鷲尾 加奈子 プロキオン 京産大 372.5
5 神谷 里美 ウエスタンコナーズ 京都大 363.5
6 阪上 有香 月駒 関学大 362.0

• 女子障害飛越競技 （全 30選手）
1 立花 　直 マイア 京産大 –0, –0 34”16
2 石井 彩子 グローバルマインド 京都大 –0, –0 40”59
3 岡田 　綾 雅浪 大阪府大 –0, –0 43”28
4 下山 こずえ 月雪 関学大 –0, –3 48”25
5 吉村 亜季子 秀甲 甲南大 –0, E
6 堀　 幸子 レッドオーカン 京都大 –7.25
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• 団体総合成績 （表彰は 3位まで、6位までは年間表彰ポイント該当）
1 京都大学 47点
2 京都産業大学 28点
3 大阪府立大学 25点
4 同志社大学 14点
5 関西学院大学 11点
6 神戸大学 10点

8. 第 29回 関西学生新人馬術大会　　 1998年 5月 24日　　於　阪神競馬場乗馬センター

• 新人障害飛越競技 （全 47選手）
1 浜本 　信 マイア 京産大　 –0, –0 36”63
2 市場 智久 レッドオーカン 京都大 –0, –0 39”37
3 森崎 教太 甲王 甲南大 –0, –0 42”64
4 河北 亘平 ライラ 京産大 –0, –3 45”38
5 大谷 勝彦 アンドロメダ 京産大 –0, –3 45”80
6 吉松 宏造 FOX II 関西大 –0, –3 52”78

• 団体総合成績 （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 43点
2 京都大学 17点
3 同志社大学 7点
4 関西学院大学 3点

9. 第 41回 関西学生総合馬術大会　　 1998年 8月 5, 6日　　於　杉谷馬事公苑

• 総合馬術競技 （全 44選手）
1 井上 智之 月湖 関学大　 –119·1/6
2 荒川 智昭 千駿 関西大 –123·2/3
3 吉田 心一 月誉 関学大 –125
4 横山 篤史 サザンクロス 京産大 –125·1/6
5 井上 智之 月笛 関学大 –126·5/6
6 原田 亮介 レイチェル 関西大 –132·2/3
6 石井 彩子 グローバルマインド 京都大 –132·2/3

• 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 関西学院大学 –387·1/4
2 京都産業大学 –405·5/6
3 関西大学 –410·1/6

4 京都大学 –413·1/4

10. 第 23回 関西学生女子複合馬術大会　　 1998年 8月 5, 6日　　於　杉谷馬事公苑

• 女子複合馬術競技 （全 22選手）
1 岡田 　綾 浪剣 大阪府大 –109·2/3
2 下山 こずえ 月の雫 関学大 –110·1/6
3 石井 彩子 グローバルマインド 京都大 –111·2/3
4 安部 智美 ルドラ 立命館大 –117·1/3
5 立花 　直 ゴールドスター 京産大 –119·1/2
6 増井 加奈子 エフユー・トウショウ 同志社大 –120·1/2

• 団体成績（表彰は 3位まで）
1 大阪府立大学 –233·1/6
2 関西学院大学 –235·1/3
3 京都産業大学 –246·7/12
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11. 第 19回 学生馬術東西対抗競技会　　 1998年 8月 6日　　於　杉谷馬事公苑

• 障害飛越競技
関東チーム 関西チーム
桃野 亜紀 青学大 ○　× 鷲尾 加奈子 京産大
鈴木 智子 東京農大 ×　○ 井上 智之 関学大
稗田 龍馬 日本大 ×　○ 百田 牧人 京都大
音道 隆一 日本大 ○　× 高柳 大輔 京産大
草薙 達也 明治大 ×　○ 坪　 肖旗 同志社大
尾形 和幸 中央大 ×　○ 島　 秀佳 関学大
田澤 泰成 中央大 ×　○ 石井 彩子 京都大
脇　 陽一郎 東京農大 ×　○ 飯田 良弘 京産大
2勝 6敗 ×　○ 6勝 2敗

12. 第 33回 関西学生馬場馬術大会　　 1998年 9月 2日　　於　杉谷馬事公苑

• 学生賞典馬場馬術競技 （全 27選手）
1 井上 智之 月勝 関学大 680.0
2 吉田 心一 月駒 関学大 648.5
3 木島 佑介 ヴェルダンディ 京産大 630.5
4 酒井 はるか ヴェスパ 京産大 629.0
5 坪　 肖旗 キムバリー 同志社大 627.5
6 中園 和志 月優 関学大 615.0

• 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 関西学院大学 1943.5点
2 京都産業大学 1837.5点
3 立命館大学 1798.5点
4 京都大学 1764.5点
5 関西大学 1727.0点

• 第 3課目馬場馬術競技 （全 10選手）
1 島　 秀佳 月駒 関学大 372.5
2 森　 信太郎 静浪 大阪府大 369.5
3 鈴木 一平 ジャックアスヒル 京都大 368.0
4 小松 江梨子 ブランディー 大阪市大 348.5
5 西村 房世 凌蛍 神戸大 348.0
6 芦刈 創一 千皇 関西大 338.0

13. 第 33回 関西学生障害馬術大会　　 1998年 9月 2, 3, 4日　　於　杉谷馬事公苑

• 標準中障害飛越競技 （全 52選手）
1 羽山 聡美 ロックフォール 同志社大 –11, 0
2 井上 智之 月湖 関学大 –11, 8
3 溝畑 敬明 ルドラ 立命館大 –13
4 坪　 肖旗 クリッパー 同志社大 –15
5 田仲 栄治 浪隼人 大阪府大 –15
6 百田 牧人 レッドオーカン 京都大 –15

• 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 –46
2 関西学院大学 –60
3 大阪府立大学 –107.25

4 関西大学 –108
5 甲南大学 –133.75
6 京都産業大学 –156

3 平成10年度表彰
1. 優秀団体

1 関西学院大学 78P
2 京都産業大学 70P
3 関西大学 36P
4 京都大学 34P
5 同志社大学 32P
6 大阪府立大学 28P
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2. 三大大会優秀団体
1 関西学院大学 28P
2 京都産業大学 20P
3 関西大学 18P

3. 優秀選手
1 井上 智之 関学大 122P
2 羽山 聡美 同志社大 44P
3 荒川 智昭 関西大 36P
4 横山 篤史 京産大 32P
4 吉田 心一 関学大 32P
6 桜井 佳子 立命館大 24P
6 坪　 肖旗 同志社大 24P

4. 優秀女子選手
1 石井 彩子 京都大 30P
1 岡田 　綾 大阪府大 30P
3 鷲尾 加奈子 京産大 26P
4 立花 　直 京産大 22P
5 酒井 はるか 京産大 20P
6 藤居 彩子 大阪府大 16P
6 下山 こずえ 関学大 16P
6 佐武 紀子 京都大 16P

5. 優秀馬匹
1 月湖 関学大 54P
2 ロックフォール 同志社大 44P
3 月雪 関学大 38P
4 サザンクロス 京産大 32P
5 千駿 関西大 30P
6 キムバリー 同志社大 28P

6. 特別賞
(個人)
井上 智之 関学大 第 70回 全日本学生馬術選手権大会　　　　 5位入賞
酒井 はるか 京産大 第 34回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 5位入賞

7. 功労賞
中井 浩史 関西大 平成 10年度幹事長
高橋 　勉 大阪府大 平成 10年度副幹事長・平成 10年度会計委員
川崎 吉隆 神戸大 平成 10年度成 10年度副幹事長
百田 牧人 京都大 平成 10年度総務委員
宮本 　茂 京産大 平成 10年度全日本学生馬術連盟副幹事長・平成 10年度競技委員
矢崎 桂子 神女大 平成 10年度女子幹事長・平成 10年度記録委員
桜井 佳子 立命館大 平成 10年度会計委員・平成 10年度広報委員
増井 加奈子 同志社大 平成 10年度広報委員

8. 功労馬
選出無し
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