
1 平成13年度事業報告
2月11日　第 1回幹事会（京都大学）
3月 1日　第 2回幹事会（関西大学下サンモリッツ）
3月21日　第 3回幹事会（甲南大学セミナーハウス大学）
3月24日　第 1回理事会（サンケイホール）
5月 7日　第 4回幹事会（京都大学）
5月24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）[5/24, 25]
6月18日　第 5回幹事会（関西大学凱風館）
6月28日　第 2回理事会（サンケイホール）
7月 2日　第 6回幹事会（甲南大学セミナーハウス大学）
7月22日　関西学生監督会議（三木ホースランドパーク）
8月31日　第 3回理事会（サンケイホール）
9月 4日　第 7回幹事会（京都大学）

11月24日　第 1回委員長会議（King of Kings）
12月18日　第 8回幹事会（京都大学）
1月 8日　第 9回幹事会（京都大学）
1月25日　第 4回理事会（サンケイホール）
2月11日　第 5回理事会（サンケイホール）
2月11日　平成 13年度定例総会（サンケイホール）

2 平成13年度競技会成績
1. 第 12回 関西学生馬術王座決定戦　　 2001年 3月 6日　　於　大阪府立大学

• 王座決定戦 （全 7大学）
1 京都産業大学
2 関西学院大学
3 京都大学

2. 第 5回 関西学生馬術プリンセス大会　　 2001年 2月～4月　　於　参加大学馬場

• プリンセス大会 （全 7大学、8チーム）
1 同志社大学
2 大阪府立大学

3. 第 36回 全関西学生馬術大会　　 2001年 5月 26, 27, 28日　　於　三木ホースランドパーク

• 学生賞典馬場馬術競技 （全 14選手）
1 平岡 伊万里 ヴェルダンディ 京産大 660
2 山崎 　潤 アポイリージ 京都大 640
3 下山 こずえ 月の雫 関学大 636
4 北風 喜清 ボン・アパート 大阪府大 621
5 南部 隆彦 ウエスタンコナーズ 京都大 611
6 前澤 伸浩 鴨川 立命館大 601

• 新馬障害飛越競技 （全 5選手）
1 谷野 雅憲 月兜 関学大　 –0, J.O. 37”14
2 阿部 真哉 千鷹 関西大 –0, J.O. 45”57
3 南部 隆彦 紫明 京都大 –0, J.O. 47”98
4 北風 喜清 津浪 甲南大 –0, J.O. 50”94
5 手島 康二郎 月汐 関学大 –8

• Lクラス障害飛越競技 B （全 61選手、14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 谷野 雅憲 月湖 関学大 –0 54”60
2 藤山 篤志 ウェスタンホーク 同志社大 –0 56”60
3 吉田 　敏 フォマルハウト 京産大 –0 58”29

4 谷野 雅憲 月翼 関学大 –0 58”42
5 小原 　絹 カールー 同志社大 –0 60”43
6 竹内 彰秀 ランディングムーン 京産大 –0 65”52
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団体（チーム内の完走上位 3頭の成績による）
1 同志社大学 B –0 195”14
2 京都産業大学 B –4 188”90
3 関西学院大学 B –4 200”97
4 大阪府立大学 A –4 204”28
5 同志社大学 A –4 205”78
6 関西大学 A –4 213”94

• Lクラス障害飛越競技 A （全 36選手）
1 藤野 裕道 アポロキッド 同志社大 –0, J.O. 53”86
2 北田 大介 千駿 関西大 –0, J.O. 60”88
3 下山 こずえ 月の雫 関学大 –4 77”01
4 谷野 雅憲 月兜 関学大 –4 84”52
5 関口 公平 コングール 国際大 –4 91”24
6 山本 晋也 グランディア 同志社大 –4 91”59

• Mクラス障害飛越競技 （全 25選手）
1 谷野 雅憲 月湖 関学大 –0
2 坂東 詞乃 オベリジャン 国際大 –2
3 吉田 　敏 フォマルハウト 京産大 –4, 78”28
4 小原 　絹 カールー 同志社大 –4, 81”13
5 藤山 篤志 ウェスタンホーク 同志社大 –4, 88”65
6 南方 敏明 アバンタージュ 近畿大 –8

• Lクラス複合馬術競技 （全 13選手）
1 下山 こずえ 月の雫 関学大 –65
2 北田 大介 千駿 関西大 –82
3 谷野 雅憲 月兜 関学大 –84
4 沖野 仁美 月笛 関学大 –89
5 村上 　大 フルハウス 同志社大 –92
6 山本 晋也 グランディア 同志社大 –92

• Mクラス複合馬術競技 （全 7選手）
1 谷野 雅憲 月湖 関学大　 –70
2 吉田 　敏 フォマルハウト 京産大 –73
3 谷野 雅憲 月翼 関学大 –80
4 山守 慎二 マイネクライネ 関西大 –73
5 平岡 伊万里 シェアト 京産大 –84
6 阿部 真哉 千隼 関西大 –85

• 選抜障害飛越競技 （全 17選手）
1 谷野 雅憲 月湖 関学大 –0
2 木村 　豊 アルバトロス 同志社大 –4
3 小原 　絹 カールー 同志社大 –8 70”33
4 藤山 篤志 ウェスタンホーク 同志社大 –8 80”14
5 三宅 直樹 浪吹雪 大阪府大 –12 69”77
6 早川 　潤 月緑 関学大 –12 72”16

• 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 85点
2 同志社大学 50点
3 京都産業大学 34点
4 関西大学 30点
5 京都大学 16点
6 大阪府立大学 14点
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4. 第 33回 関西学生女子自馬大会　　 2001年 5月 27, 28日　　於　三木ホースランドパーク

• 女子馬場馬術競技 B （全 21選手）
1 西川 理恵 甲良 甲南大 348
2 前田 　瞳 甲影 甲南大 345
3 滝澤 知弘 ウエスタンコナーズ 京都大 343
4 伊東 ちひろ 青凌 神戸大 343
5 溝口 順子 ポルカドット 京都大 327
6 森下 　愛 凌峰 神戸大 320
7 永井 真由 月笛 関学大 320
8 橋本 智子 フルハウス 同志社大 318
9 東保 しょう子 アポイリージ 京都大 315
10 森本 由美 カンターヴィレ 神商大 314

• 女子馬場馬術競技 A （全 21選手）
1 下山 こずえ 月の雫 関学大 417
2 平岡 伊万里 ヴェルダンディ 京産大 412
3 神田 良子 甲良 甲南大 393
4 高田 理恵 マイネクライネ 関西大 385
5 松浦 聡美 浪剣 大阪府大 382
6 高田 理恵 マルセルマルソー 関西大 373
7 桜木 真理子 環 大阪市大 373
8 神田 良子 甲影 甲南大 372
9 楢村 理恵子 静浪 大阪府大 367
10 沖野 仁美 月笛 関学大 366

• 女子障害飛越競技 （全 29選手）
1 平岡 伊万里 シェアト 京産大 –0 56”13
2 小原 　絹 アポロキッド 同志社大 –0 56”46
3 笠井 浩子 浪隼人 大阪府大 –0 59”06
4 下山 こずえ 月の雫 関学大 –0 63”50
5 高木 いつか 甲蓮 甲南大 –0 64”88
6 中山 仁美 フルハウス 同志社大 –0 65”53
7 麻生 知子 杉鷹 大阪市大 –0 65”82
8 大西 直子 エフユー・トウショウ 同志社大 –0 67”99
9 沖野 仁美 月笛 関学大 –0 69”50
10 高田 理恵 マルセルマルソー 関西大 –0 73”10

• 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 甲南大学 26点
2 京都産業大学 18点
3 関西学院大学 14点
4 同志社大学 9点
5 京都大学 8点
5 大阪府立大学 8点

5. 第 32回 関西学生新人馬術大会　　 2001年 5月 28日　　於　三木ホースランドパーク

• 新人障害飛越競技 （全 46選手）
1 熊倉 　努 ルドラ 立命館大 –0, J.O. 44”38
2 菅野 直樹 フォマルハウト 京産大 –0, J.O. 44”46
3 千引 健史 シェアト 京産大 –0, J.O. 46”44
4 谷口 智彦 凌駿 神戸大 –0, J.O. 51”26
5 安枝 奈都子 浪隼人 大阪府大 –0, J.O. 51”54
6 小西 次之 月笛 関学大 –0, J.O. 52”34
7 中谷 誠宏 浪隼人 大阪府大 –0, J.O. 59”34
8 鴻田 高志 フルハウス 同志社大 –0, J.O. 60”75
9 浦上 良太郎 ランディングムーン 京産大 –0, J.O. 68”45
10 寺西 基祐 健勇 立命館大 –0, J.O. 82”03

• 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 38点
2 大阪府立大学 20点
3 同志社大学 13.5点
4 関西学院大学 4点
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6. 第 36回 関西学生馬場馬術大会　　 2001年 7月 20日　　於　三木ホースランドパーク

• 学生賞典馬場馬術競技 （全 17選手）
1 平岡 伊万里 ヴェルダンディ 京産大 657
2 下山 こずえ 月乃雫 関学大 637
3 北風 喜清 ボン・アパート 大阪府大 631
4 高橋 光昭 祇園 立命館大 628
5 谷野 雅憲 月湖 関学大 623
6 山崎 　潤 アポイリージ 京都大 621

• 団体成績 （表彰は 3位まで、3位は該当なし）
1 立命館大学 1864点
2 京都大学 1693点

• 第 3課目馬場馬術競技 （全 19選手）
1 三宅 直樹 浪聖 大阪府大 392
2 村上 賢志 夕浪 大阪府大 385
3 伊東 ちひろ 青凌 神戸大 380
4 北田 大介 マルセルマルソー 関西大 369
5 景山 京子 浪剣 大阪府大 369
6 藤波 かおり 浪治 大阪府大 363

7. 第 36回 関西学生障害馬術大会　　 2001年 7月 22日　　於　三木ホースランドパーク

• 標準中障害飛越競技 （全 40選手）
1 小原 　絹 カールー 同志社大 –4
2 谷野 雅憲 月湖 関学大 –8 (177”06)
3 坂東 詩乃 オベリジャン 国際大 –8 (179”05)
4 藤野 裕道 アポロキッド 同志社大 –9
5 藤山 篤志 ウェスタンホーク 同志社大 –12
6 木村 　豊 アルバトロス 同志社大 –16

• 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 –24
2 京都産業大学 –84
3 大阪府立大学 –118

4 関西学院大学 –152
5 京都大学 –153
6 立命館大学 –225

8. 第 44回 関西学生総合馬術大会　　 2001年 8月 11, 12日　　於　三木ホースランドパーク

• 総合馬術競技 （全 17選手+Open 1選手）
1 手島 康二朗 月汐 関学大 –123
2 谷野 雅憲 月翼 関学大 –129
3 高井 啓行 千幻 関西大 –132
4 関口 公平 コングール 国際大 –134.6
5 村田 拓嗣 健勇 立命館大 –147
6 塩谷 嘉隆 千龍 関西大 –152.8

• 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 –445.4
2 関西大学 –550.4

9. 第 26回 関西学生女子複合馬術大会　　 2001年 9月 24, 25日　　於　大阪乗馬協会

• 女子複合馬術競技 （全 23選手）
1 藤波 かおり 夕浪 大阪府大 –64
2 大西 直子 エフユー・トウショウ 同志社大 –67
3 平岡 伊万里 シェアト 京産大 –68
4 中出 宏美 凌駿 神戸大 –73
5 安枝 奈都子 浪治 大阪府大 –80
6 永井 久美子 杉鷹 大阪市大 –80
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• 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 大阪府立大学 –144
2 関西学院大学 –167
3 大阪市立大学 –189

4 関西大学 –300

10. 第 39回 関西学生馬術選手権大会　　 2001年 9月 24, 25日　　於　大阪乗馬協会

• 選手権競技 （全 32選手）
1 吉田 　敏 京産大
2 谷野 雅憲 関学大
3 手島 康二朗 関学大
4 南部 隆彦 京都大
5 北風 喜清 大阪府大
6 三宅 直樹 大阪府大

11. 第 37回 関西学生馬術女子選手権大会　　 2001年 9月 24, 25日　　於　大阪乗馬協会

• 女子選手権競技 （全 14選手）
1 沖野 仁美 関学大
2 下山 こずえ 関学大
3 中出 宏美 神戸大
4 中山 仁美 同志社大
5 高田 理恵 関西大
6 杉本 真理子 京都大

12. 第 22回 学生馬術東西対抗競技会　　 2001年 12月 2日　　於　馬事公苑

• 障害飛越競技
関東チーム 関西チーム
堀内 千尋 日獣畜大 ×　○ 下山 こずえ 関学大
柳沢 健一郎 立教大 ×　○ 手島 康二朗 関学大
池添 　学 明治大 ○　× 谷野 雅憲 関学大
草薙 達也 明治大 △　△ 三宅 直樹 大阪府大
相田 一善 専修大 ×　○ 吉田 　敏 京産大
霜出 しおり 専修大 ○　× 沖野 仁美 関学大
岡部 　学 東京農大 ○　× 南部 隆彦 京都大
楠木 貴成 明治大 ×　○ 北風 喜清 大阪府大
3勝 4敗 1分 ×　○ 4勝 3敗 1分

最優秀選手: 北風喜清（大阪府大）、優秀選手: 岡部　学（東京農大）

3 平成13年度表彰
1. 優秀団体

1 関西学院大学 56P
2 京都産業大学 43P
3 同志社大学 39P

2. 三大大会優秀団体
1 関西学院大学 17P

3. 優秀選手
1 谷野 雅憲 関学大 105P
2 吉田 　敏 京産大 40P
3 下山 こずえ 関学大 39P
4 平岡 伊万里 京産大 34P
4 小原 　絹 同志社大 34P
6 手島 康二朗 関学大 30P

4. 優秀女子選手
1 下山 こずえ 関学大 33P
2 平岡 伊万里 京産大 30P
3 沖野 仁美 関学大 18P
3 中出 宏美 神戸大 18P
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5. 優秀馬匹
1 月湖 関学大 65P
2 月乃雫 関学大 57P
3 ヴェルダンディ 京産大 40P
4 カールー 同志社大 34P
5 アポロキッド 同志社大 29P
6 シェアト 京産大 28P

6. 特別賞
(個人)
藤山 篤志 同志社大 第 51回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 14位入賞 乗馬: ウェスタンホーク
谷野 雅憲 関学大 第 51回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 16位入賞 乗馬: 月湖

第 44回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 16位入賞 乗馬: 月翼
第 73回 全日本学生馬術選手権大会　　　　 5位入賞

吉田 　敏 京産大 第 51回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 19位入賞 乗馬: フォマルハウト
小原 　絹 同志社大 第 51回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 20位入賞 乗馬: カールー
下山 こずえ 関学大 第 37回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 4位入賞
平岡 伊万里 京産大 第 37回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 8位入賞

(団体)
同志社大学 第 51回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体 3位

7. 功労賞
三上 耕太朗 京都大 平成 13年度幹事長
塩谷 嘉隆 関西大 平成 13年度副幹事長・平成 13年度スチュワード付
北風 喜清 大阪府大 平成 13年度全日本学生馬術連盟副幹事長
今井 祐子 大阪府大 平成 13年度女子幹事長
会田 雪子 甲南大 平成 13年度賞典委員
三宅 詩織 神戸大 平成 13年度放送委員
岩崎 貴子 武庫女 平成 13年度記録委員

8. 功労馬
月誉 関学大
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