
1 平成15年度事業報告
1月 4日　第 1回幹事会（King of Kings）
2月19日　第 2回幹事会（関西大学）
3月29日　第 1回理事会（サンケイホール）
4月16日　第 3回幹事会（京都大学）
6月14日　第 2回理事会（サンケイホール）
6月21日　第 4回幹事会（関西大学）
7月20日　第 3回理事会（大阪乗馬協会）
7月20日　関西学生監督会議（大阪乗馬協会）
8月17日　第 4回理事会（三木ホースランドパーク）
7月26日　第 5回幹事会（京都大学）
8月30日　第 6回幹事会（京都大学）
9月23日　第 5回理事会（大阪乗馬協会）

11月30日　第 7回幹事会（関西大学）
12月20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 15年度定例総会（サンケイホール）

2 平成15年度競技会成績
1. 第 14回 関西学生馬術王座決定戦　　 2003年 3月 10日　　於　京都産業大学

• 王座決定戦 （全 4大学）
1 関西学院大学
2 神戸大学
3 京都産業大学

2. 第 38回 全関西学生馬術大会　　 2003年 5月 23, 24, 25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 熊倉 　努 祇園 立命館大 576
2 後藤 泉美 鴨川 立命館大 558
3 水谷 寛子 月乃雫 関学大 557
4 西端 大輔 アポイリージ 京都大 555
5 染田 秀吾 桜舞 立命館大 552
6 菅野 直樹 セレリス 京産大 533

• 新馬障害飛越競技 （全 9選手）
1 杉田 悠太 月母衣 関学大 –0, J.O. –0, 37”51
2 安藤 あゆみ ラティーナ 関西大 –0, J.O. –0, 40”46
3 野中 康宏 ラプタス 京都大 –0, J.O. –4
4 藤田 昌宏 コランバ 京産大 –2
5 浦上 良太郎 フルフル 京産大 –4
6 小島 隆嗣 ハウンド 京産大　 –5

• Lクラス障害飛越競技 B （全 70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 藤山 篤志 シルバープラネット 同志社大 –0 51”38
2 杉田 悠太 月母衣 関学大 –0 56”87
3 谷口 千絵 月雪 関学大 –0 58”91

4 森田 　優 月湖 関学大 –0 64”42
5 牧内 　恵 ミルクディッパー 京産大 –0 65”51
6 三山 　一 ランディングムーン 京産大 –0 66”84

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 –0 186”92
2 関西学院大学 B –4 187”35
3 関西学院大学 A –4 191”88
4 京都産業大学 B –4 206”65
5 関西大学 B –5 205”23
6 京都産業大学 A –7 223”61
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• Lクラス障害飛越競技 A （全 33選手）
1 山下 丈太 ウェスタンホーク 同志社大 –0, J.O. 64”93
2 三上 志乃 ラディアント 同志社大 –0, J.O. 66”18
3 西田 　正 浪旭 大阪府大 –0, J.O. 66”44
4 川久保 愛太 紫明 京都大 –0, J.O. 85”48
5 杉田 悠太 月母衣 関学大 –4 66”09
6 三山 　一 ランディングムーン 京産大 –4 76”78

• Mクラス障害飛越競技 （全 25選手）
1 藤山 篤志 シルバープラネット 同志社大 –0, J.O. 43”95
2 菅野 直樹 フォマルハウト 京産大 –0, J.O. 67”45
3 謝　 東暁 アバンタージュ 近畿大 –4 72”88
4 森田 　優 月湖 関学大 –4 76”39
5 安藤 あゆみ サクラキリフダ 関西大 –4 79”79
6 岩本 隆行 月緑 関学大 –8 81”09

• Lクラス複合馬術競技 （全 10選手）
1 川久保 愛太 紫明 京都大　 –67.0
2 太田 尚希 月皚 関学大 –75.6
3 杉田 悠太 月母衣 関学大 –76.6
4 今林 礼子 千姫 関西大 –77.2
5 水谷 寛子 月汐 関学大 –79.6
6 野中 康宏 ラプタス 京都大 –83.0

• Mクラス複合馬術競技 （全 7選手）
1 安藤 あゆみ サクラキリフダ 関西大　 –69.6
2 岩本 隆行 月緑 関学大　 –75.8
3 森田 　優 月湖 関学大 –78.6
4 和知 幸介 千翔 関西大 –83.8
5 明石 裕樹 千龍 関西大 –99.8
6 上地 浩之 千嵐 関西大 –101.6

• 選抜障害飛越競技 （全 18選手）
1 藤山 篤志 シルバープラネット 同志社大 –0
2 安藤 あゆみ サクラキリフダ 関西大 –4 71”65
3 山下 丈太 ウェスタンホーク 同志社大 –4 75”03
4 謝　 東暁 アバンタージュ 近畿大 –8 61”57
5 岩本 隆行 月緑 関学大 –8 73”67
6 太田 清士 アルバトロス 同志社大 –12

• 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 65点
2 同志社大学 55点
3 関西大学 38点
4 京都大学 23点
5 京都産業大学 21点
6 立命館大学 20点

3. 第 35回 関西学生女子自馬大会　　 2003年 5月 24, 25日　　於　三木ホースランドパーク

• 女子馬場馬術競技 B （全 23選手）
1 今林 礼子 千山 関西大 357
2 高橋 玲子 セレリス 京産大 352
3 酒井 恵利子 アポイリージ 京都大 346
4 澤藤 由佳子 モンゴル 立命館大 357
5 田中 章子 ライオネット 京産大 344
6 山本 絵美 浪治 大阪府大 340
7 濱村 美穂 千山 関西大 336
8 木村 　遊 月若葉 関学大 332
9 多田 雅代 甲凛 甲南大 331
10 友野 鮎子 ポルカドット 京都大 322
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• 女子馬場馬術競技 A （全 25選手）
1 牧内 　恵 ミルクディッパー 京産大 399
2 水谷 寛子 月乃雫 関学大 398
3 東保 しょう子 アポイリージ 京都大 388
4 後藤 泉美 鴨川 立命館大 376
5 榎本 枝里子 甲凛 甲南大 369
6 真方 文絵 ポルカドット 京都大 369
7 谷口 千絵 月雪 関学大 368
8 瀬田 隆子 マックスヴィアント 関西大 367
9 山平 裕子 マウンテンホーン 神戸大 362
10 加藤 千晴 シオール 国際大 351

• 女子障害飛越競技 （全 27選手）
1 水谷 寛子 月母衣 関学大 –0 49”32
2 牧内 　恵 ミルクディッパー 京産大 –0 50”38
3 安藤 あゆみ ラティーナ 関西大 –0 50”72
4 森田 　優 月湖 関学大 –0 51”44
5 今林 礼子 千姫 関西大 –0 52”37
6 水谷 寛子 月乃雫 関学大 –0 55”90
7 海木 　茜 千山 関西大 –0 58”77
8 瀬田 隆子 千山 関西大 –0 61”42
9 安達 由美 浪聖 大阪府大 –0 63”90
10 坂　 真理子 アルバトロス 同志社大 –0 65”87

• 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 28点
2 関西学院大学 22点
3 関西大学 18点
4 京都大学 13点
5 立命館大学 8点
6 甲南大学 2点

4. 第 34回 関西学生新人馬術大会　　 2003年 5月 25日　　於　三木ホースランドパーク

• 新人障害飛越競技 （全 48選手）
1 畑岡 優祐 広甲 甲南大 –0, J.O. –0 41”64
2 櫛田 　徹 ウェスタンホーク 同志社大 –0, J.O. –0 44”09
3 森田 　優 月翼 関学大 –0, J.O. –4 42”37
4 手塚 　誠 フォマルハウト 京産大 –0, J.O. –4 43”42
5 森本 昌幸 アルバトロス 同志社大 –0, J.O. –4 46”78
6 山本 和範 天麗 天理大 –0, J.O. –4 47”09
7 谷野 　豊 コングール 国際大 –0, J.O. –8 39”44
8 松下 康祐 月笛 関学大 –0, J.O. –8 42”53
9 中本 雄三 杉鷹 大阪市大 –0, J.O. –8 44”34
10 神田 風太 月雪 関学大 –0, J.O. –11 63”20

• 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 同志社大学 28点
2 関西学院大学 28点
3 京都産業大学 12点
4 大阪府立大学 5点
5 関西大学 2点

5. 第 38回 関西学生馬場馬術大会　　 2003年 7月 20, 21日　　於　大阪乗馬協会

• 学生賞典馬場馬術競技 （全 17選手）
1 牧内 　恵 ヴェルダンディ 京産大 606
2 熊倉 　努 祇園 立命館大 604
3 後藤 泉美 鴨川 立命館大 590
4 菅野 直樹 セレリス 京産大 582
5 水谷 寛子 月乃雫 関学大 559
6 西端 大輔 アポイリージ 京都大 558

• 団体成績
1 立命館大学 1735点
2 関西学院大学 1601点
3 京都大学 1505点
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• 第 3課目馬場馬術競技 （全 30選手）
1 小林 政志 マックヴィアント 関西大　 424
3 吉村 優一郎 ライオネット 京産大 409
2 小島 隆嗣 セレリス 京産大 401
4 岩本 隆行 月緑 関学大 400
5 小原 摩耶 夕浪 大阪府大 399
6 谷口 千絵 月雪 関学大 395

6. 第 38回 関西学生障害馬術大会　　 2003年 7月 20, 21日　　於　大阪乗馬協会

• 標準中障害飛越競技 （全 43選手）
1 藤山 篤志 シルバープラネット 同志社大 –4
2 謝　 東暁 アバンタージュ 近畿大 –8 179”48
3 牧内 　恵 ミルクディッパー 京産大 –8 189”47
4 三上 志乃 ラディアント 同志社大 –9
5 上地 浩之 千嵐 関西大 –11
6 菅野 直樹 フォマルハウト 京産大 –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 –29
2 京都産業大学 –48
3 関西大学 –56

4 関西学院大学 –62
5 大阪府立大学 –1105

7. 第 46回 関西学生総合馬術大会　　 2003年 8月 16, 17日　　於　三木ホースランドパーク

• 総合馬術競技 （全 11選手）
1 岩本 隆行 月緑 関学大 –64.6
2 杉田 悠太 月汐 関学大 –80.2
3 渡辺 竜一 月翼 関学大 –86.2
4 水谷 寛子 月母衣 関学大 –95.6
5 安部 雄一郎 千幻 関西大 –97.2
6 今林 礼子 千姫 関西大 –100.4

• 団体成績 （表彰は 3位まで、2、3位は該当なし）
1 関西学院大学 –231

8. 第 28回 関西学生女子複合馬術大会　　 2003年 9月 23日　　於　大阪乗馬協会

• 女子複合馬術競技 A （全 15選手）
1 牧内 　恵 ミルクディッパー 京産大 –58.7
2 安藤 あゆみ サクラキリフダ 関西大 –67.4
3 北村 有希 千将 関西大 –71.9
4 水谷 寛子 月母衣 関学大 –72
4 森田 　優 月湖 関学大 –72
6 上田 沙悠里 浪翠 大阪府大 –74.8

• 団体成績 （表彰は 3位まで）
1 関西大学 –139.3
2 関西学院大学 –144
3 大阪府立大学 –158.5

• 女子複合馬術競技 B （全 10選手）
1 高橋 玲子 マイア 京産大 –72
2 田中 章子 ベテルギウス II 京産大 –73.9
3 松田 禎子 月笛 関学大 –79.6
4 能登 優紀 フォマルハウト 京産大 –80.4
5 織田 直子 シェアト 京産大 –81.4
6 紙谷 陽子 月晃 関学大 –88.2
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9. 第 41回 関西学生馬術選手権大会　　 2003年 9月 23, 24日　　於　大阪乗馬協会

• 選手権競技 （全 37選手）
1 渡邊 恵史 関学大
2 千引 健史 京産大
3 太田 尚希 関学大
4 菅野 直樹 京産大
5 三山 　一 京産大
6 岩本 隆行 関学大

10. 第 39回 関西学生馬術女子選手権大会　　 2003年 9月 23, 24日　　於　大阪乗馬協会

• 女子選手権競技 （全 12選手）
1 水谷 寛子 関学大
2 今林 礼子 関西大
3 三上 志乃 同志社大
4 牧内 　恵 京産大
4 山平 裕子 神戸大
6 坂　 真理子 同志社大

11. 第 24回 学生馬術東西対抗競技会　　 2003年 9月 28日　　於　馬事公苑

• 障害飛越競技
関東チーム 関西チーム
宇佐美 結生 日本大 ×　○ 菅野 直樹 京産大
小林 徳子 明治大 ×　○ 水谷 寛子 関学大
高橋 正直 明治大 ○　× 太田 尚希 関学大
高遠 あゆ子 青学大 ×　○ 今林 礼子 関西大
戸本 一真 明治大 ○　× 千引 健史 京産大
浅見 恵一 専修大 ×　○ 渡邊 恵史 関学大
中島 悠介 日本大 ○　× 三山 　一 京産大
鶴林 秀貴 日本大 ×　○ 岩本 隆行 関学大
3勝 5敗 ×　○ 5勝 3敗

最優秀選手: 水谷 寛子（関学大）, 優秀選手: 戸本 一真（明治大）

3 平成15年度表彰
1. 優秀団体

1 関西学院大学 71P
2 同志社大学 33P
3 関西大学 32P
3 京都産業大学 32P

2. 三大大会優秀団体
1 関西学院大学 24P

3. 優秀選手
1 藤山 篤志 同志社大 50P
2 岩本 隆行 関学大 40P
3 菅野 直樹 京産大 33P
4 牧内 　恵 京産大 32P
5 杉田 悠太 関学大 30P
6 謝　 東暁 近畿大 29P

4. 優秀女子選手
1 水谷 寛子 関学大 46P
2 牧内 　恵 京産大 43P
3 今林 礼子 関西大 25P
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5. 優秀馬匹
1 月母衣 関学大 52P
2 シルバープラネット 同志社大 50P
3 ミルクディッパー 京産大 48P
4 月緑 関学大 37P
5 サクラキリフダ 関西大 36P
6 アバンタージュ 近畿大 29P
6 月湖 関学大 29P

6. 特別賞
(個人)
岩本 隆行 関学大 第 53回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 1位入賞　乗馬: 月緑

第 46回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 11位入賞 乗馬: 月緑
謝　 東暁 近畿大 第 53回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 5位入賞　乗馬: アバンタージュ
藤山 篤志 同志社大 第 53回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 10位入賞 乗馬: シルバープラネット
三上 志乃 同志社大 第 53回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 21位入賞 乗馬: ラディアント
渡辺 竜一 関学大 第 46回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 14位入賞 乗馬: 月翼

(団体)
同志社大学 第 53回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体 3位

7. 功労賞
山脇 　洋 京産大 OB 平成 12～15年度理事長
沼野 晃平 関学大 平成 15年度幹事長
菅野 直樹 京産大 平成 15年度副幹事長
太田 清士 同志社大 平成 15年度全日本学生馬術連盟副幹事長
佐藤 洋平 京都大 平成 15年度総務委員
吉内 一真 大阪市大 平成 15年度記録委員

8. 功労馬
月雪 関学大
フォマルハウト 京産大
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