
1 平成12年度事業報告
1月19日　第 1回幹事会（京都大学）
2月23日　第 2回幹事会（京都大学）
3月 4日　第 1回理事会（サンケイホール）
3月 5日　臨時幹事会（関西大学下サンモリッツ）
4月 4日　第 3回幹事会（関西大学下サンモリッツ）
4月22日　第 1回拡大委員会（King of Kings）
5月 1日　関西学生馬術連盟馬場講習会（三木ホースランドパーク）[5/1, 2]
6月10日　第 2回理事会（サンケイホール）
6月28日　第 4回幹事会（京都大学）
8月 5日　関西学生監督会議（三木ホースランドパーク）
8月 5日　第 5回幹事会（三木ホースランドパーク）
8月19日　臨時幹事会（三木ホースランドパーク）
8月20日　臨時理事会（サンケイホール）
9月 3日　第 3回理事会（三木ホースランドパーク）
9月10日　第 6回幹事会（大阪府立大学）

11月18日　第 1回 全日本学生選手権出場選手強化練習（関西学院大学）[11/18, 19]
11月23日　第 2回 全日本学生選手権出場選手強化練習（立命館大学）
11月29日　第 7回幹事会（甲南大学セミナーハウス）
12月 6日　第 7回幹事会・続き（京都大学）
1月20日　平成 12年度第 4回理事会（サンケイホール）
2月12日　平成 12年度第 5回理事会（大阪桐杏学園）
2月12日　平成 12年度定例総会（大阪桐杏学園）

2 平成12年度競技会成績
1. 第 4回 関西学生馬術プリンセス大会　　 2000年 2月～3月　　於　参加大学馬場

• プリンセス大会
1 京都産業大学
2 同志社大学

2. 第 11回 関西学生馬術王座決定戦　　 2000年 3月 28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 関西学院大学
3 関西大学

3. 第 35回 全関西学生馬術大会　　 2000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 21選手）
1 島　 孝之 ヴェルダンディ 京産大 639
2 田中 伸幸 祇園 立命館大 628
3 木村 元則 ファビアン 立命館大 627
4 小坂 正行 グラウディ 立命館大 625
5 衣袋 亜矢子 綾貴 立命館大 614
6 島　 秀佳 月勝 関学大 609

• 新馬障害飛越競技 （全 9選手）
1 谷野 雅憲 月翼 関学大 –0, –0 49”51
2 郡司 　誠 杉茜 大阪市大 –0, –0 53”10
3 北田 大介 千豪 関西大 –0, –0 59”03
4 竹矢 秀雄 甲洋 甲南大 –0, –0 63”10
5 田中 泰輔 甲蘭 甲南大 –0, –1
6 芦刈 創一 千僧 関西大 –4

• Lクラス障害飛越競技 B （全 68選手、15チーム）
個人（表彰は 3位まで、6位までは年間表彰ポイント該当）
1 中園 和志 月皚 関学大　 –0 63”94
2 島　 秀佳 月雪 関学大 –0 64”47
3 谷野 雅憲 月湖 関学大 –0 65”54
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団体（チーム内の完走上位 3頭の成績による）
1 関西学院大学 B –0 193”95
2 関西大学 A –0 249”94
3 甲南大学 –0 260”39
4 関西学院大学 A –4 215”77
5 関西大学 B –4 252”57
6 京都産業大学 A –5.25

• Lクラス障害飛越競技 A （全 37選手）
1 芦刈 創一 千隼 関西大　 –0, –0 45”47
2 渡邊 隆弘 月誉 関学大 –0, –0 47”24
3 阿部 真哉 千嵐 関西大 –0, –0 56”38
4 河村 　憲 アンドロメダ 京産大 –0, E
5 辻　 洋介 月晃 関学大 –3
6 川端 康弘 月笛 関学大 –4

• Mクラス障害飛越競技 （全 24選手）
1 島　 孝之 アクエリアス 京産大 –0, –0
2 倉岡 英司 シリウス III 京産大 –0, –4
3 伊藤 智樹 浪吹雪 大阪府大 –0, –8 57”47
4 長　 高尚 浪旭 大阪府大 –0, –8 63”64
5 芦刈 創一 マイネクライネ 関西大 –0, –13
6 谷野 雅憲 月湖 関学大 –4

• Lクラス複合馬術競技 （全 11選手）
1 平岡 伊万里 リゲル 京産大 –113
2 阿部 真哉 千嵐 関西大 –121
3 阿南 　宏 健勇 立命館大 –129
4 北川 美和 フォマルハウト 京産大 –131
5 辻　 洋介 月晃 関学大 –132
6 川端 康弘 月笛 関学大 –134

• Mクラス複合馬術競技 （全 8選手）
1 芦刈 創一 マイネクライネ 関西大 –103
2 島　 秀佳 月雪 関学大 –118
3 島　 孝之 アクエリアス 京産大 –119
4 長　 高尚 浪旭 大阪府大 –124
5 谷野 雅憲 月翼 関学大 –125
6 伊藤 智樹 浪吹雪 大阪府大 –129

• 選抜障害飛越競技 （全 19選手）
1 伊藤 智樹 浪吹雪 大阪府大 –4, –0
2 島　 秀佳 月雪 関学大 –4, –4
3 渡邊 隆弘 月誉 関学大 –8 65”39
4 中園 和志 月皚 関学大 –8 66”59
5 岡田 　大 天麗 天理大 –8 71”45
6 島　 孝之 アクエリアス 京産大 –8 76”37

• 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 68点
2 京都産業大学 54点
3 関西大学 53点
4 立命館大学 26点
5 大阪府立大学 25点
6 甲南大学 12点

4. 第 32回 関西学生女子自馬大会　　 2000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 13選手）
1 岡本 あずみ モンゴル 立命館大 342
2 岡本 あずみ 騏麟 立命館大 308
3 木村 久美 騏麟 立命館大 302
4 磯野 友美 ダンディライアン 京都大 289
5 三好 祐美子 千幻 関西大 286
6 杉本 真理子 ポルカドット 京都大 283
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• 女子馬場馬術競技 B （II） （全 13選手）
1 高田 理恵 マイネクライネ 関西大 359
2 高田 理恵 千山 関西大 329
3 松浦 聡美 ボン・アパート 大阪府大 311
4 沖野 仁美 月貴 関学大 307
5 篠崎 亜也子 浪剣 大阪府大 303
6 豊島 真紀子 浪剣 大阪府大 291

• 女子馬場馬術競技 A （I） （全 14選手）
1 衣袋 亜矢子 ファビアン 立命館大 381
2 下山 こずえ 月雪 関学大 373
3 関口 乙恵 アポイリージ 京都大 361
4 上野 まりこ ジャックアスヒル 京都大 357
5 氏家 真紀子 ポルカドット 京都大 356
6 笠井 浩子 浪光 大阪府大 350

• 女子馬場馬術競技 A （II） （全 14選手）
1 下山 こずえ 月雫 関学大 393
2 衣袋 亜矢子 綾貴 立命館大 382
3 浅井 絵理 浪剣 大阪府大 364
4 金　 順栄 杉宙 大阪市大 361
4 黒田 智子 ボン・アパート 大阪府大 361
6 北川 美和 フォマルハウト 京産大 359

• 女子障害飛越競技 （全 31選手）
1 平岡 伊万里 リゲル 京産大 –0 56”84
2 下山 こずえ 月雫 関学大 –0 59”25
3 北川 美和 フォマルハウト 京産大 –0 59”52
4 小原 　絹 ハスラー 同志社大 –0 64”88
5 大西 直子 アルバトロス 同志社大 –0 66”47
6 浅井 絵理 浪隼人 大阪府大 –0 67”18

• 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 立命館大学 34点
2 関西学院大学 30点
3 大阪府立大学 20点
4 京都大学 17点
4 京都産業大学 17点
6 関西大学 12点

5. 第 31回 関西学生新人馬術大会　　 2000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 41選手）
1 山田 雄二 セイレーン 京産大 –0, –0 36”42
2 村田 和基 ウェスタンホーク 同志社大 –0, –0 37”69
3 坂野 　充 ルドラ 立命館大 –0, –0 37”70
4 手島 康二郎 月笛 関学大 –0, –0 40”58
5 平井 佑典 広甲 甲南大 –0, –0 44”46
6 中村 暢宏 ヒノデロッキー 京都大 –0, –0 46”51

• 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 31点
2 同志社大学 17点
3 関西学院大学 15点
4 京都大学 14点
5 大阪府立大学 8点

6. 第 35回 関西学生馬場馬術大会　　 2000年 8月 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 20選手）
1 島　 孝之 ヴェルダンディ 京産大 657
2 木村 元則 ファビアン 立命館大 652
2 衣袋 亜矢子 綾貴 立命館大 643
4 小坂 正行 グラウディ 立命館大 610
5 田中 伸幸 祇園 立命館大 608
6 阿南 　宏 天心 立命館大 594
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• 団体成績 （表彰は 3位まで、3位は該当なし）
1 立命館大学 1905点
2 関西学院大学 1741点

• 第 3課目馬場馬術競技 （全 23選手）
1 末永 智治 ヴェルダンディ 京産大 383
2 高橋 光昭 ファビアン 立命館大 382
3 山崎 　潤 アポイリージ 京都大 381
4 寺町 智華子 ケイアンドリュー 立命館大 378
5 阿南 　宏 天心 立命館大 375
6 武本 康平 静浪 大阪府大 373

7. 第 35回 関西学生障害馬術大会　　 2000年 8月 4, 5, 6日　　於　三木ホースランドパーク

• 標準中障害飛越競技 （全 54選手）
1 島　 秀佳 月雪 関学大 –0, –0
2 島田 雅博 ハナジロー 京都大 –0, –4
3 伊藤 智樹 浪吹雪 大阪府大 –4
4 三宮 未央 グローブ 京産大 –8
5 谷野 雅憲 月湖 関学大 –11
6 渡邊 隆弘 月誉 関学大 –12

• 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 –23
2 京都産業大学 –36.25
3 甲南大学 –54

4 大阪府立大学 –55
5 同志社大学 –72
6 関西大学 –80.5

8. 第 25回 関西学生女子複合馬術大会　　 2000年 9月 1, 2日　　於　三木ホースランドパーク

• 女子複合馬術競技 （全 22選手）
1 平岡 伊万里 リゲル 京産大 –96
2 北川 美和 フォマルハウト 京産大 –98
3 金　 順栄 環 大阪市大 –103
4 三宮 未央 グローブ 京産大 –104
5 下山 こずえ 月雫 関学大 –110
6 高田 理恵 マイネクライネ 関西大 –116

• 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 –194
2 関西学院大学 –227
3 関西大学 –237

4 京都大学 –272
5 大阪市立大学 –301

9. 第 43回 関西学生総合馬術大会　　 2000年 9月 2, 3日　　於　三木ホースランドパーク

• 総合馬術競技 （全 19選手）
1 島　 秀佳 月雪 関学大　 –104
2 谷野 雅憲 月翼 関学大 –110
3 谷野 雅憲 月湖 関学大 –115
4 芦刈 創一 マイネクライネ 関西大 –117
5 高井 啓行 千幻 関西大 –128
6 中園 和志 月皚 関学大 –134

• 団体成績 （表彰は 3位まで、3位は該当なし）
1 関西学院大学 –348
2 関西大学 –450.4

4



10. 第 21回 学生馬術東西対抗競技会　　 2000年 9月 3日　　於　三木ホースランドパーク

• 障害飛越競技
関東チーム 関西チーム
我孫子 智朗 中央大 ×　○ 下山 こずえ 関学大
上原 達郎 青学大 ○　× 勝田 智博 神戸大
斎藤 明香 成蹊大 ×　○ 田頭 良拓 大阪府大
清水 大助 中央大 ○　× 高橋 光昭 立命館大
樫山 健吾 東京農大 ×　○ 芦刈 創一 関西大
蔵本 奈々 立教大 ○　× 渡邊 隆弘 関学大
岡田 一将 中央大 ×　○ 北川 美和 京産大
横田 真吾 東京農大 ○　× 濱本 　信 京産大
4勝 4敗　総減点 438 ○　× 4勝 4敗　総減点 591

11. 第 38回 関西学生馬術選手権大会　　 2000年 10月 9, 10日　　於　京都産業大学

• 選手権競技 （全 28選手）
1 島　 孝之 京産大
2 田中 伸幸 立命館大
3 吉田 　敏 京産大
4 朝野 敬介 関学大
5 芦刈 創一 関西大
5 金子 潤生 立命館大

12. 第 36回 関西学生馬術女子選手権大会　　 2000年 10月 9, 10日　　於　京都産業大学

• 女子選手権競技 （全 12選手）
1 北川 美和 京産大
2 平岡 伊万里 京産大
3 三宮 未央 京産大
4 衣袋 亜矢子 立命館大
5 高田 理恵 関西大
5 下山 こずえ 関学大

3 平成12年度表彰
1. 優秀団体

1 関西学院大学 82P
2 京都産業大学 61P
3 関西大学 38P
4 立命館大学 30P
5 大阪府立大学 22P
6 京都大学 17P

2. 三大大会優秀団体
1 関西学院大学 28P
2 立命館大学 13P
3 京都大学 5P

3. 優秀選手
1 島　 孝之 京産大 58P
2 島　 秀佳 関学大 56P
3 谷野 雅憲 関学大 52P
4 芦刈 創一 関西大 40P
5 伊藤 智樹 大阪府大 30P
6 渡邊 隆弘 関学大 26P

4. 優秀女子選手
1 下山 こずえ 関学大 40P
2 平岡 伊万里 京産大 34P
3 北川 美和 京産大 32P
4 衣袋 亜矢子 立命館大 28P
4 高田 理恵 関西大 28P
6 岡本 あずみ 立命館大 22P

5



5. 優秀馬匹
1 月雪 関学大 64P
2 リゲル 京産大 36P
2 マイネクライネ 関西大 36P
4 ファビアン 立命館大 30P
4 月翼 関学大 30P
4 浪吹雪 大阪府大 30P

6. 特別賞
(個人)
岡田 　大 天理大 第 50回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 3位入賞　乗馬: 天麗
伊藤 智樹 大阪府大 第 50回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 10位入賞 乗馬: 浪吹雪
渡邊 隆弘 関学大 第 50回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 16位入賞 乗馬: 月誉
田中 伸幸 立命館大 第 50回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 21位入賞 乗馬: ルドラ
北川 美和 京産大 第 50回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 25位入賞 乗馬: フォマルハウト

第 36回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 2位入賞
芦刈 創一 関西大 第 43回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 7位入賞　乗馬: マイネクライネ
谷野 雅憲 関学大 第 43回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 16位入賞 乗馬: 月翼
平岡 伊万里 京産大 第 36回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 3位入賞

(団体)
京都産業大学 第 50回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体 6位
立命館大学 第 43回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　団体 4位
関西大学 第 43回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　団体 6位

7. 功労賞
倉岡 英司 京産大 平成 12年度幹事長
田中 泰輔 甲南大 平成 12年度副幹事長
巽　 康之 大阪市大 平成 12年度全日本学生馬術連盟副幹事長
黒田 智子 大阪府大 平成 12年度女子幹事長・平成 12年度記録委員

8. 功労馬
夕浪 大阪府大
浪治 大阪府大
月駒 関学大
月駿 関学大
月晃 関学大
ジャックアスヒル 京都大
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