
1 平成11年度事業報告
2月 9日　第 1回幹事会（京都大学）
3月 9日　第 2回幹事会（京都大学）
4月 9日　第 1回理事会（サンケイホール）
4月12日　第 3回幹事会（関西大学）
4月29日　ニギリ氏馬場講習会（三木ホースランドパーク）[4/29～5/1]
5月21日　第 2回理事会（サンケイホール）
6月 7日　第 4回幹事会（関西大学）
7月24日　第 5回幹事会（関西学院大学）
8月 7日　第 6回幹事会（関西大学）
8月28日　関西学生監督会議（三木ホースランドパーク）
9月13日　第 7回幹事会（京都大学）
9月24日　第 3回理事会（サンケイホール）
9月27日　第 8回幹事会（関西大学）

11月23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）
12月11日　第 2回 全日本学生選手権出場選手強化練習（大阪府立大学）
12月12日　第 9回幹事会（関西大学）
1月14日　平成 11年度第 4回理事会（サンケイホール）
2月11日　平成 11年度第 5回理事会（サンケイホール）
2月11日　平成 11年度定例総会（サンケイホール）

2 平成11年度競技会成績
1. 第 3回 関西学生馬術プリンセス大会　　 1999年 2月～3月　　於　参加大学馬場

• プリンセス大会
1 関西大学
2 関西学院大学

2. 第 10回 関西学生王座決定戦　　 1999年 3月 22日　　於　京都産業大学

• 王座決定戦決勝リーグ
1 京都産業大学
2 大阪府立大学
3 神戸大学

3. 第 34回 全関西学生馬術大会　　 1999年 5月 3, 4, 5日　　於　三木ホースランドパーク

• 学生賞典馬場馬術競技 （全 25選手）
1 横山 篤史 ヴェルダンディ 京産大 644.0
2 小塩 涼子 エフェクト 立命館大 638.5
3 木村 元則 天心 立命館大 627.0
4 山本 宙樹 グラウディ 立命館大 626.0
5 中川 秀樹 アポイリージ 京都大 614.0
6 木村 元則 綾貴 立命館大 614.0

• 新馬障害飛越競技 （全 6選手）
1 黒田 裕雅 サパルクレヴァ 神商大　 –0
2 芦辺 和也 千隼 関西大 –4.5
3 新田 統昭 アーリーオータム 京都大 –8

• Lクラス障害飛越競技 B （全 69選手、9チーム）
個人
1 中園 和志 月誉 関学大 –0 52”89
2 木村 元則 リトルウッズ 立命館大 –0 54”54
3 片山 博史 月煌 関学大 –0 57”76
4 角森 一馬 サバティーニ 京産大 –0 59”37
5 島　 孝之 ライラ 京産大 –0 59”40
6 羽山 聡美 ロックフォール 同志社大 –0 60”55

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 関学大学 –3
2 京都産業大学 –4 188”61
3 関西大学 –4 198”69
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• Lクラス障害飛越競技 A （全 42選手）
1 石床 　敏 アラミス 近畿大 –0 65”92
2 谷野 雅憲 月皚 関学大 –0 67”70
3 下山 こずえ 月雫 関学大 –0 71”39
4 嘉藤 篤史 月笛 関学大 –0 71”67
5 東　 伸也 夕浪 大阪府大 –0 73”79
6 片山 博史 月煌 関学大 –3 82”16

• Mクラス障害飛越競技 （全 15選手）
1 森　 信太郎 浪吹雪 大阪府大 –0 76”34
2 芦刈 創一 マイネクライネ 関西大 –0 80”24
3 桑島 浩司 浪旭 大阪府大 –8 65”92
4 木村 　豊 アルバトロス 同志社大 –8 77”68
5 小塩 涼子 ルドラ 立命館大 –8 78”57
6 角森 一馬 フォマルハウト 京産大 –8 78”88

• Lクラス複合馬術競技 （全 13選手）
1 下山 こずえ 月雫 関学大 –114·1/3
2 東　 伸也 夕浪 大阪府大 –121·2/3
3 横山 篤史 アクエリアス 京産大 –128·2/3
4 嘉藤 篤史 月笛 関学大 –130
5 谷野 雅憲 月皚 関学大 –132·2/3
6 宮本 一成 センテニアルウィル 京都大 –138·3/4

• Mクラス複合馬術競技 （全 7選手）
1 芦刈 創一 マイネクライネ 関西大 –113·1/3
2 森　 信太郎 浪吹雪 大阪府大 –123·1/6
3 角森 一馬 フォマルハウト 京産大 –134·1/6
4 芦辺 和也 千太 関西大 –154
5 石崎 雄一 千龍 関西大 –164·1/3
6 中園 和志 月誉 関学大 –168·1/12

• 選抜障害飛越競技 （全 12選手）
1 森　 信太郎 浪吹雪 大阪府大 –0
2 中園 和志 月誉 関学大 –11
3 小塩 涼子 ルドラ 立命館大 –20
4 谷野 雅憲 月皚 関学大 –27
5 角森 一馬 フォマルハウト 京産大 –28.75
6 木村 元則 リトルウッズ 立命館大 –32

• 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 74点
2 大阪府立大学 48点
3 京都産業大学 39点
4 関西大学 38点
5 立命館大学 35点
6 京都大学 10点
6 近畿大学 10点
6 神戸商科大学 10点

4. 第 31回 関西学生女子自馬大会　　 1999年 5月 4, 5日　　於　三木ホースランドパーク

• 女子馬場馬術競技 B （I） （全 10選手）
1 壇浦 正子 青凌 神戸大 314.0
2 桜木 真理子 ブランディー 大阪市大 302.5
3 櫻井 千恵 ボン・アパート 大阪府大 298.5
4 足木 容子 月晃 関学大 296.5
5 藤田 知子 ムコ・ファースト 武女大 292.0
6 橋本 貴代美 ダンディライアン 京都大 263.0

• 女子馬場馬術競技 B （II） （全 12選手）
1 富坂 恵美 青凌 神戸大 320.0
2 福田 淳子 アポイリージ 京都大 328.0
3 佐々木 亜沙子 誉 神戸大 327.0
4 佐々木 亜沙子 ヴェンセチオ 神戸大 313.5
5 高田 理恵 千僧 関西大 304.0
6 松本 智衣 ブランディー 大阪市大 301.5
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• 女子馬場馬術競技 A （I） （全 11選手）
1 小塩 涼子 エフェクト 立命館大 373.5
2 近藤 美帆 キムバリー 同志社大 372.0
3 江原 久美子 天心 立命館大 365.5
4 藤田 摩理子 マイネクライネ 関西大 365.0
5 下山 こずえ 月雫 関学大 365.0
6 香川 　澄 青凌 神戸大 355.0

• 女子馬場馬術競技 A （II） （全 11選手）
1 衣袋 亜矢子 綾貴 立命館大 376.0
2 北川 美和 マイア 京産大 368.0
3 関口 乙恵 アポイリージ 京都大 361.0
4 北川 美和 ベテルギウス 京産大 336.0
5 上野 まりこ ジャックアスヒル 京都大 334.0
6 寺町 智華子 ケイアンドリュー 立命館大 320.0

• 女子障害飛越競技 （全 19選手）
1 北川 美和 マイア 京産大 –0, –0 47”56
2 上野 まりこ グローバルマインド 京都大 –0, –4 48”56
3 下山 こずえ 月雫 関学大 –0, –4 49”39
4 長田 　薫 サパルクレヴァ 神商大 –0, –4 53”87
5 下山 こずえ 月晃 関学大 –0, –8 48”12
6 高橋 晴美 マリモユーコー 同志社大 –3

• 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 神戸大学 27点
1 立命館大学 27点
3 京都大学 25点
4 京都産業大学 18点
5 関西学院大学 12点
6 大阪市立大学 9点
6 同志社大学 9点

5. 第 30回 関西学生新人馬術大会　　 1999年 5月 5日　　於　三木ホースランドパーク

• 新人障害飛越競技 （全 39選手）
1 川端 康広 月雪 関学大 –0, –0 39”96
2 吉田 　敏 アンドロメダ 京産大 –0, –0 43”03
3 沖田 和則 アルバトロス 同志社大 –0, –4 42”51
4 山田 哲司 杉葵 大阪市大 –0, –4 47”17
5 高橋 光昭 ルドラ 立命館大 –0, –4 48”01
6 本吉 敏之 ボン・アパート 大阪府大 –0, –12 70”80

• 団体総合成績 （表彰は 3位まで、3位は該当なし）
1 京都大学 15点
2 大阪市立大学 12点

6. 第 34回 関西学生馬場馬術大会　　 1999年 7月 6, 7日　　於　三木ホースランドパーク

• 学生賞典馬場馬術競技 （全 28選手）
1 小塩 涼子 エフェクト 立命館大 695.0
2 中川 秀樹 アポイリージ 京都大 678.5
3 横山 篤史 ヴェルダンディ 京産大 675.0
4 鈴木 幸之助 ジャックアスヒル 京都大 659.5
5 島　 秀佳 月勝 関学大 657.5
6 木村 元則 天心 立命館大 656.0

• 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 立命館大学 2005.0点
2 京都大学 1953.0点
3 京都産業大学 1926.0点
4 関西学院大学 1898.0点
5 大阪府立大学 1743.5点
6 神戸大学 1570.0点
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• 第 3課目馬場馬術競技 （全 34選手）
1 小塩 涼子 エフェクト 立命館大 421.5
3 河村 　憲 ヴェルダンディ 京産大 402.0
3 下山 こずえ 月勝 関学大 390.0
4 衣袋 亜矢子 綾貴 立命館大 378.5
5 小松 江梨子 杉宙 大阪市大 375.5
6 河北 恒平 ベテルギウス 京産大 374.0

7. 第 34回 関西学生障害馬術大会　　 1999年 7月 6, 7, 8日　　於　三木ホースランドパーク

• 標準中障害飛越競技 （全 50選手）
1 谷野 雅憲 月皚 関学大 –11, 0
2 中村 　亮 サバティーニ 京産大 –11, 8
3 中園 和志 月誉 関学大 –12
4 角森 一馬 フォマルハウト 京産大 –16
5 鈴木 幸之助 ハナジロー 京都大 –21.5
6 桑島 浩司 ボン・アパート 大阪府大 –23

• 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 –39
2 関西学院大学 –101.5
3 大阪府立大学 –102

4 関西大学 –136.5
5 甲南大学 –154.25
6 同志社大学 –178

8. 第 42回 関西学生総合馬術大会　　 1999年 8月 28, 29日　　於　三木ホースランドパーク

• 総合馬術競技 （全 22選手）
1 島　 秀佳 月雪 関学大　 –105
2 谷野 雅憲 月皚 関学大 –116
3 高柳 大輔 ダビー 京産大 –125
4 芦刈 創一 マイネクライネ 関西大 –126
5 中園 和志 月誉 関学大 –127
6 山添 晴治 グローバルマインド 京都大 –147

• 団体成績（表彰は 3位まで）
1 関西学院大学 –348
2 関西大学 –564
3 京都大学 –997

9. 第 24回 関西学生女子複合馬術大会　　 1999年 8月 28, 29日　　於　三木ホースランドパーク

• 女子複合馬術競技 （全 15選手）
1 下山 こずえ 月雫 関学大 –104
2 小塩 涼子 ルドラ 立命館大 –105
3 三宮 未央 アンドロメダ 京産大 –106
4 平岡 伊万里 リゲル 京産大 –110
5 北川 美和 マイア 京産大 –117
6 藤田 摩理子 マイネクライネ 関西大 –119

• 団体成績（表彰は 3位まで）
1 京都産業大学 –216
2 関西学院大学 –234
3 関西大学 –256

10. 第 37回 関西学生馬術選手権大会　　 1999年 10月 11, 12日　　於　京都産業大学

• 選手権競技 （全 32選手）
1 田中 伸幸 立命館大
2 高柳 大輔 京産大
3 木村 元則 立命館大
4 宮本 一成 京都大
5 田仲 栄治 大阪府大
5 島　 孝之 京産大
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11. 第 35回 関西学生馬術女子選手権大会　　 1999年 10月 11, 12日　　於　京都産業大学

• 女子選手権競技 （全 13選手）
1 北川 美和 京産大
2 下山 こずえ 関学大
3 小塩 涼子 立命館大
4 上野 まりこ 京都大
5 羽山 聡美 同志社大
5 壇浦 正子 神戸大

12. 第 20回 学生馬術東西対抗競技会　　 1999年 11月 21日　　於　津久井馬術競技場

• 障害飛越競技
関東チーム 関西チーム
楠木 貴成 明治大 △　△ 高柳 大輔 京産大
小川 登美夫 日本大 ○　× 田仲 栄治 大阪府大
福島 大輔 明治大 △　△ 田中 伸幸 立命館大
桃野 亜紀 青学大 ×　○ 下山 こずえ 関学大
稗田 龍馬 日本大 ○　× 木村 元則 立命館大
草薙 達也 明治大 △　△ 宮本 一成 京都大
鈴木 智子 東京農大 ×　○ 北川 美和 京産大
塚本 太喜夫 明治大 ○　× 島　 孝之 京産大
3勝 2敗 3分 ○　× 2勝 3敗 3分

両者失権の場合は引き分けとするルール

3 平成11年度表彰
1. 優秀団体

1 京都産業大学 58P
2 関西学院大学 54P
3 京都大学 40P
4 大阪府立大学 32P
5 関西大学 30P
6 立命館大学 28P

2. 三大大会優秀団体
1 関西学院大学 24P
2 京都産業大学 18P
3 京都大学 17P

3. 優秀選手
1 谷野 雅憲 関学大 42P
2 中園 和志 関学大 36P
3 森　 信太郎 大阪府大 34P
3 小塩 涼子 立命館大 34P
5 木村 元則 立命館大 32P
6 横山 篤史 京産大 28P
6 芦刈 創一 関西大 28P

4. 優秀女子選手
1 北川 美和 京産大 44P
2 下山 こずえ 関学大 38P
3 小塩 涼子 立命館大 30P
4 上野 まりこ 京都大 20P
5 壇浦 正子 神戸大 16P
6 衣袋 亜矢子 立命館大 12P
6 富坂 恵美 神戸大 12P
6 佐々木 亜沙子 神戸大 12P

5. 優秀馬匹
1 月雫 関学大 44P
2 月皚 関学大 42P
3 月誉 関学大 36P
3 マイネクライネ 関西大 36P
5 浪吹雪 大阪府大 34P
5 エフェクト 立命館大 34P

5



6. 特別賞
(個人)
倉岡 英司 京産大 第 49回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 10位入賞 乗馬: シリウス III
島　 秀佳 関学大 第 49回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 14位入賞 乗馬: 月雪
鈴木 幸之助 京都大 第 49回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 18位入賞 乗馬: ハナジロー
中園 和志 関学大 第 49回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 19位入賞 乗馬: 月誉
角森 一馬 京産大 第 49回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 24位入賞 乗馬: フォマルハウト
小塩 涼子 立命館大 第 42回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　 10位入賞 乗馬: エフェクト

第 35回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 4位入賞
芦刈 創一 関西大 第 42回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 16位入賞 乗馬: マイネクライネ
羽山 聡美 同志社大 第 35回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 1位入賞
木村 元則 立命館大 第 71回 全日本学生馬術選手権大会　　　　 8位入賞

(団体)
京都産業大学 第 49回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体 5位
関西学院大学 第 42回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　団体 6位

7. 功労賞
西村 　喬 同志社大 OB

小島 　努 関西大 平成 11年度幹事長
鈴木 幸之助 京都大 平成 11年度総務委員・平成 11年度会計委員
長谷 浩志 神戸大 平成 11年度全日本学生馬術連盟副幹事長
富坂 恵美 神戸大 平成 11年度女子幹事長・平成 11年度記録委員

8. 功労馬
浪隼人 大阪府大
フリースタイル 京都大
大文字 立命館大
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