
1 平成14年度事業報告
2月14日　第 1回幹事会（京都大学）
2月22日　第 2回幹事会（関西大学）
3月22日　第 3回幹事会（関西大学）
3月23日　第 1回理事会（サンケイホール）
4月 8日　第 4回幹事会（関西学院大学）
6月10日　第 5回幹事会（同志社大学）
6月21日　第 2回理事会（サンケイホール）
6月26日　第 6回幹事会（大阪市立大学）
7月19日　関西学生ルール講習会（エオの森）
7月21日　第 3回理事会（サンケイホール）
7月21日　関西学生監督会議（三木ホースランドパーク）
7月28日　第 7回幹事会（京都大学）
9月 6日　第 8回幹事会（関西大学）
9月23日　第 4回理事会（大阪乗馬協会）

11月 8日　第 5回理事会（サンケイホール）
1月 4日　第 9回幹事会（King of Kings）
1月25日　委員長会議（King of Kings）
1月25日　第 6回理事会（サンケイホール）
2月11日　第 7回理事会（サンケイホール）
2月11日　平成 14年度定例総会（サンケイホール）

2 平成14年度競技会成績
1. 第 13回 関西学生馬術王座決定戦　　 2002年 3月 5日　　於　関西学院大学

• 王座決定戦 （全 5大学）
1 関西学院大学
2 甲南大学
3 関西大学

2. 第 6回 関西学生馬術プリンセス大会　　 2002年 3月～5月　　於　参加大学馬場

• プリンセス大会 （全 5大学）
1 神戸大学
2 関西学院大学

3. 第 37回 全関西学生馬術大会　　 2002年 5月 5, 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 12選手）
1 末永 智治 ヴェルダンディ 京産大 654
2 岩本 真行 アポイリージ 京都大 645
3 谷野 雅憲 月乃雫 関学大 643
4 前澤 伸浩 鴨川 立命館大 641
5 熊倉 　努 祇園 立命館大 614
6 山守 慎二 グランドダンサー 関西大 599

• 新馬障害飛越競技 （全 16選手）
1 藤山 篤志 シルバープラネット 同志社大 –0, J.O. –0
2 村上 賢志 浪翠 大阪府大 –0, J.O. –2
3 中村 暢宏 京葵 京都大 –0, J.O. –4
4 谷野 雅憲 月藤 関学大 –0, J.O. –23
5 山口 弘悦 アムリタム 京都大 –4
6 北田 大介 千姫 関西大 –5

• Lクラス障害飛越競技 B （全 65選手、15チーム）
個人（表彰は 6位まで、6位までは年間表彰ポイント該当）
1 藤山 篤志 シルバープラネット 同志社大 –0 45”40
2 坂東 詞乃 ディアディム 国際大 –0 48”74
3 谷野 雅憲 月乃雫 関学大 –0 49”42
4 謝　 東暁 アバンタージュ 近畿大 –0 50”75
5 岩本 隆行 月緑 関学大 –0 52”33
6 藤野 裕道 アポロキッド 同志社大 –0 54”46
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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 B –0 177”99
2 京都産業大学 A –4 170”93
3 関西学院大学 A –8 154”97

• Lクラス障害飛越競技 A （全 31選手）
1 藤山 篤志 シルバープラネット 同志社大 –0, J.O. 45”40
2 山本 晋也 フルハウス 同志社大 –0, J.O. 56”43
3 山口 弘悦 アーリーオータム 京都大 –0, J.O. 61”59
4 藤野 裕道 ラディアント 同志社大 –0, J.O. 71”82
5 谷野 雅憲 月乃雫 関学大 –4 80”45
6 坂東 詞乃 ディアディム 国際大 –4 85”01

• Mクラス障害飛越競技 （全 23選手）
1 谷野 雅憲 月湖 関学大 –0 75”88
2 岩本 隆行 月緑 関学大 –4 72”06
3 藤野 裕道 アポロキッド 同志社大 –4 75”55
4 村上 賢志 浪吹雪 大阪府大 –4 79”03
5 竹内 彰秀 ランディングムーン 京産大 –4 79”86
6 村田 和基 カールー 同志社大 –4 81”43

• Lクラス複合馬術競技 （全 14選手）
1 谷野 雅憲 月乃雫 関学大 –63.2
2 谷野 雅憲 月雪 関学大 –69.2
3 村田 和基 フルハウス 同志社大 –69.8
4 山口 弘悦 アーリーオータム 京都大 –77
5 小西 次之 月汐 関学大 –78.6
6 水谷 寛子 月翼 関学大 –81.4

• Mクラス複合馬術競技 （全 6選手）
1 岩本 隆行 月緑 関学大　 –68.4
2 谷野 雅憲 月湖 関学大 –73.2
3 菅野 直樹 フォマルハウト 京産大 –75.2
4 北田 大介 千嵐 関西大 –82.4
5 正寿 　学 千龍 関西大 –91
6 山守 慎二 千翔 関西大 –109.8

• 選抜障害飛越競技 （全 17選手）
1 藤山 篤志 ウェスタンホーク 同志社大 –0, J.O. –0 37”01
2 谷野 雅憲 月湖 関学大 –0, J.O. –0 37”26
3 竹内 彰秀 ランディングムーン 京産大 –4 79”86
4 佐藤 太朗 広甲 甲南大 –4 81”45
5 岩本 隆行 月緑 関学大 –8 74”15
6 山本 晋也 アルバトロス 同志社大 –8 77”26

• 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 77点
2 同志社大学 70点
3 京都産業大学 33点
4 京都大学 26点
5 大阪府立大学 12点
6 関西大学 11点

4. 第 34回 関西学生女子自馬大会　　 2002年 5月 6, 7日　　於　三木ホースランドパーク

• 女子馬場馬術競技 B （全 27選手）
1 窪田 奈歩 アポイリージ 京都大 361
2 平田 まり子 メイビー・トゥルー 国際大 358
2 松本 亨子 月鷹 関学大 358
4 後藤 泉美 モンゴル 立命館大 357
5 伊東 ちひろ 青凌 神戸大 350
6 小西 宏美 ディパーチャー 武庫女大 350
7 瀬田 隆子 千山 関西大 346
8 杉本 扶美枝 赤兎 京都大 346
9 榎本 枝里子 甲凛 甲南大 345
10 榎本 枝里子 甲影 甲南大 338
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• 女子馬場馬術競技 A （全 29選手）
1 牧内 　恵 ミルクディッパー 京産大 421
2 水谷 寛子 月乃雫 関学大 411
3 多田 実希子 月鷹 関学大 398
4 中出 宏美 マウンテンホーン 神戸大 398
5 谷口 千絵 月雪 関学大 398
6 高木 いつか 甲凛 甲南大 397
7 北村 有季 マルセルマルソー 関西大 393
8 岡島 涼子 浪剣 大阪府大 388
9 滝澤 知弘 ポルカドット 京都大 387
10 水谷 寛子 月翼 関学大 378

• 女子障害飛越競技 （全 32選手）
1 牧内 　恵 ミルクディッパー 京産大 –0 58”74
2 水谷 寛子 月翼 関学大 –0 59”29
3 広瀬 未央 夕浪 大阪府大 –0 60”16
4 水谷 寛子 月緑 関学大 –0 60”84
5 谷口 千絵 月雪 関学大 –0 62”12
6 高木 いつか 甲蓮 甲南大 –0 62”88
7 安藤 あゆみ 千姫 関西大 –0 63”31
8 永井 真由 月笛 関学大 –0 63”61
9 麻生 知子 杉翠 大阪市大 –0 64”03
10 上野 幹奈 エフユー・トウショウ 同志社大 –0 68”74

• 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 33点
2 京都産業大学 20点
3 京都大学 10点
4 関西国際大学 7点
5 大阪府立大学 6点
5 神戸大学 6点

5. 第 33回 関西学生新人馬術大会　　 2002年 5月 7日　　於　三木ホースランドパーク

• 新人障害飛越競技 （全 53選手）
1 岩本 隆行 月緑 関学大 –0, J.O. –0 31”89
2 藤田 昌宏 グローヴ 京産大 –0, J.O. –0 37”23
3 三木 直人 月笛 関学大 –0, J.O. –0 37”38
4 中村 亮太 アラミス 近畿大 –0, J.O. –0 38”38
5 野中 康宏 アーリーオータム 京都大 –0, J.O. –0 38”64
6 三山 　一 ランディングムーン 京産大 –0, J.O. –0 38”77
7 水谷 寛子 月翼 関学大 –0, J.O. –0 39”03
8 安藤 あゆみ 千姫 関西大 –0, J.O. –0 39”27
9 池田 通孝 杉翠 大阪市大 –0, J.O. –0 40”29
10 太田 尚希 月兜 関学大 –0, J.O. –0 40”52

• 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 43点
2 京都産業大学 27点
3 京都大学 18点
4 関西大学 8点
5 大阪市立大学 7点
5 同志社大学 7点

6. 第 37回 関西学生馬場馬術大会　　 2002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 19選手）
1 谷野 雅憲 月乃雫 関学大 581
2 菅野 直樹 セレリス 京産大 541
3 岩本 真行 アポイリージ 京都大 541
4 末永 智治 ヴェルダンディ 京産大 538
5 前澤 伸浩 鴨川 立命館大 538
6 熊倉 　努 祇園 立命館大 532

• 団体成績 （表彰は 3位まで、3位は該当なし）
1 立命館大学 1600点
2 神戸大学 1367点
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• 第 3課目馬場馬術競技 （全 33選手）
1 牧内 　恵 ミルクディッパー 京産大　 416
2 千引 健史 ヴェルダンディ 京産大 412
3 吉村 優一郎 セレリス 京産大 411
4 関口 公平 コングール 国際大 402
5 東保 しょう子 アポイリージ 京都大 392
6 森下 　愛 マウンテンホーン 神戸大 383

7. 第 37回 関西学生障害馬術大会　　 2002年 7月 20, 21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 藤山 篤志 シルバープラネット 同志社大 –4, J.O. 37”49
2 谷野 雅憲 月湖 関学大 –4, J.O. 47”53
3 菅野 直樹 フォマルハウト 京産大 –4, J.O. 53”42
4 藤野 裕道 ラディアント 同志社大 –8
5 坂野 　充 ルドラ 立命館大 –9
6 岩本 隆行 月緑 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 同志社大学 –46
2 京都産業大学 –72
3 関西学院大学 –88

4 関西大学 –149
5 大阪府立大学 –153
6 立命館大学 –1085

8. 第 45回 関西学生総合馬術大会　　 2002年 8月 17, 18日　　於　三木ホースランドパーク

• 総合馬術競技 （全 18選手）
1 谷野 雅憲 月翼 関学大 –113.67
2 岩本 隆行 月緑 関学大 –118.93
3 小西 次之 月汐 関学大 –125.67
4 北田 大介 千姫 関西大 –126.27
5 上地 浩之 千幻 関西大 –145.67
6 藤野 裕道 パンフレット 同志社大 –151.67

• 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 –358.27
2 関西大学 –463.74

9. 第 23回 学生馬術東西対抗競技会　　 2002年 8月 18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
脇屋敷 匡 日本大 ○　× 水谷 寛子 関学大
高橋 正直 明治大 ×　○ 千引 健史 京産大
浅田 直樹 東京大 ○　× 永井 真由 関学大
成瀬 亜紀子 青学大 ×　○ 敷島 　裕 関西大
山口 晋也 中央大 ×　○ 谷野 雅憲 関学大
古平 亜美 法政大 ×　○ 佐藤 太朗 甲南大
室屋 篤史 立教大 ×　○ 藤山 篤史 同志社大
岡部 　学 東京農大 ×　○ 北田 大介 関西大
2勝 6敗 ×　○ 6勝 2敗

10. 第 40回 関西学生馬術選手権大会　　 2002年 8月 19日　　於　三木ホースランドパーク

• 選手権競技 （全 33選手）
1 山守 慎二 関西大
2 友野 裕充 京都大
3 村上 賢志 大阪府大
4 坂野 　充 立命館大
5 菅野 直樹 京産大
6 山田 雄士 京産大
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11. 第 38回 関西学生馬術女子選手権大会　　 2002年 8月 19日　　於　三木ホースランドパーク

• 女子選手権競技 （全 19選手）
1 東保 しょう子 京都大
2 牧内 　恵 京産大
3 杉本 真理子 京都大
4 後藤 泉美 立命館大
5 水谷 寛子 関学大
6 中山 仁美 同志社大

12. 第 27回 関西学生女子複合馬術大会　　 2002年 9月 23日　　於　大阪乗馬協会

• 女子複合馬術競技 （全 24選手+Open2選手）
1 牧内 　恵 ミルクディッパー 京産大 –57
2 水谷 寛子 月乃雫 関学大 –58
3 安藤 あゆみ サクラキリフダ 関西大 –61
4 北村 有希 千豪 関西大 –66
5 上野 幹奈 エフユー・トウショウ 同志社大 –69
6 北村 有希 千幻 関西大 –74

• 団体成績 （表彰は 3位まで、3位は該当なし）
1 関西大学 –127
2 関西学院大学 –142

13. 関西学生オータムジャンプ 2002　　 2002年 9月 23日　　於　大阪乗馬協会

• ラージジャンプ （全 4選手 (Open1選手)）
1 松丸 源太郎 千豪 関西大　 –8
2 上地 浩之 千幻 関西大 –32
3 阿部 真哉 千鷹 関西大 –64

• スモールジャンプ （全 22選手 (Open1選手)）
1 米森 健史 フルハウス 同志社大 –0 65”51
2 千引 健史 フルフル 京産大 –0 71”25
3 竹内 彰秀 ベテルギウス II 京産大 –0 71”84
4 柴田 得郎 エフユー・トウショウ 同志社大 –1 79”47
5 山下 丈太 フルハウス 同志社大 –4 66”86
6 沼野 晃平 月晃 関学大 –4 67”77

3 平成14年度表彰
1. 優秀団体

1 関西学院大学 69P
2 関西大学 34P
3 京都産業大学 32P

2. 三大大会優秀団体
1 関西学院大学 18P

3. 優秀選手
1 谷野 雅憲 関学大 108P
2 藤山 篤志 同志社大 48P
3 岩本 隆行 関学大 46P
4 菅野 直樹 京産大 41P
5 藤野 裕道 同志社大 25P
6 岩本 真行 京都大 22P
6 山守 慎二 関西大 22P

4. 優秀女子選手
1 牧内 　恵 京産大 51P
2 水谷 寛子 関学大 36P
3 東保 しょう子 京都大 18P
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5. 優秀馬匹
1 月乃雫 関学大 63P
2 月緑 関学大 58P
3 月湖 関学大 47P
4 シルバープラネット 同志社大 46P
5 ミルクディッパー 京産大 36P
6 月翼 関学大 30P

6. 特別賞
(個人)
藤山 篤志 同志社大 第 52回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 3位入賞　乗馬: シルバープラネット
菅野 直樹 京産大 第 52回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 6位入賞　乗馬: フォマルハウト
山田 雄士 京産大 第 52回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 9位入賞　乗馬: アクエリアス
谷野 雅憲 関学大 第 52回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 14位入賞 乗馬: 月湖

第 74回 全日本学生馬術選手権大会　　　　 6位入賞
第 5回 世界学生馬術選手権大会 　　　　　出場

岩本 隆行 関学大 第 52回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 20位入賞 乗馬: 月緑
中川 　力 大阪府大 第 52回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 21位入賞 乗馬: 津浪

(団体)
京都産業大学 第 52回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体 5位
同志社大学 第 52回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体 6位

7. 功労賞
藤川 香顕 神戸大 平成 14年度幹事長
新谷 健一 京産大 平成 14年度副幹事長・平成 14年度全日本学生馬術連盟副幹事長
橋本 智子 同志社大 平成 14年度女子幹事長
山崎 　梓 京都大 平成 14年度総務委員・平成 14年度会計委員
岩田 真樹子 大阪府大 平成 14年度記録委員

8. 功労馬
ブランディー 大阪市大
環 大阪市大
ハナジロー 京都大
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