
1 平成16年度事業報告
2月19日　第 1回幹事会（京都大学）
3月13日　第 1回理事会（JMセミナールーム）
4月 2日　第 2回幹事会（関西大学）
5月17日　第 3回幹事会（関西学院大学）
5月 8日　第 2回理事会（サンケイホール）
7月 2日　第 4回幹事会（京都大学）
7月17日　関西学生監督会議（大阪乗馬協会）
7月19日　第 3回理事会（大阪乗馬協会）
9月 4日　第 4回理事会（大阪乗馬協会）
8月 2日　第 5回幹事会（関西大学）

11月27日　第 5回理事会（サンケイホール）
1月22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 16年度定例総会（サンケイホール）

2 平成16年度競技会成績
1. 第 15回 関西学生馬術王座決定戦　　 2004年 3月 8日　　於　関西大学

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

2. 第 7回 関西学生馬術プリンセス大会　　 2004年 3月 8日　　於　関西大学

• プリンセス大会 （全 3大学）
1 関西学院大学
2 関西大学

3. 第 39回 全関西学生馬術大会　　 2004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 17選手）
1 今橋 和也 ヴェルダンディ 京産大 58.788%
2 谷野 　豊 ボレロ 国際大 57.980%
3 草葉 恵介 祇園 立命館大 57.374%
4 福田 和規 鴨川 立命館大 56.667%
5 岩本 隆行 月皚 関学大 56.263%
6 上地 浩之 コメット 関西大 56.061%

• 新馬障害飛越競技 （全 14選手）
1 手塚 　誠 アルファスコーピアイ 京産大 –0, J.O. –0, 40”34
2 杉田 悠太 月峰 関学大 –0, J.O. –0, 41”84
3 藤山 篤志 キャンティ 同志社大 –2 78”72
4 川口 哲平 ラピュタ 京都大 –2 80”38
5 新谷 紘克 エスピオン 立命館大 –4
6 川崎 公輔 千風 関西大 –5

• Lクラス障害飛越競技 B （全 76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 中村 亮太 アバンタージュ 近畿大 –0 45”44
2 熊倉 健司 月皚 関学大 –0 55”01
3 波田 昌宏 アラミス 近畿大 –0 55”34

4 水谷 寛子 月母衣 関学大 –0 56”44
5 森田 　優 月翼 関学大 –0 58”06
6 手塚 　誠 アルファスコーピアイ 京産大 –0 58”69

団体 （チーム内の完走上位 3頭の成績による）
1 大阪府立大学 B –0 191”68
2 京都産業大学 A –0 203”02
3 関西大学 A –1 217”30
4 関西学院大学 A –4 175”92
5 関西学院大学 B –4 184”48
6 京都大 –4 206”65
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• Lクラス障害飛越競技 A （全 37選手）
1 水谷 寛子 月母衣 関学大 –0, J.O. 47”92
2 原本 達司 アルバトロス 同志社大 –0, J.O. 53”92
3 小嶋 崇文 浪吹雪 大阪府大 –0, J.O. E
4 波田 昌宏 アラミス 近畿大 –4 71”01
5 杉田 悠太 月峰 関学大 –4 71”84
6 出口 勝祥 千姫 関西大 –4 72”07

• Mクラス障害飛越競技 （全 24選手）
1 平原 枝里香 ジャスコテティ 大阪体大 –0, J.O. 42”15
2 岩本 隆行 月緑 関学大　 –0, J.O. 45”25
3 三山 　一 ミルクディッパー 京産大 –0, J.O. 48”50
4 谷野 　豊 ミッドナイトブルー 国際大 –0, J.O. 50”74
5 山下 丈太 ウェスタンホーク 同志社大 –0, J.O. 54”64
6 安藤 あゆみ サクラキリフダ 関西大 –0, J.O. 60”23

• Lクラス複合馬術競技 （全 13選手）
1 水谷 寛子 月母衣 関学大 –64.0
2 小嶋 崇文 浪吹雪 大阪府大 –67.4
3 今橋 和也 ハウンド 京産大 –69.2
4 出口 勝祥 千姫 関西大 –69.6
5 原本 達司 アルバトロス 同志社大 –70.8
6 森田 　優 月翼 関学大 –71.0

• Mクラス複合馬術競技 （全 7選手）
1 岩本 隆行 月緑 関学大　 –59.4
2 平原 枝里香 ジャスコテティ 大阪体大 –60.6
3 三山 　一 ミルクディッパー 京産大 –61.6
4 安藤 あゆみ サクラキリフダ 関西大 –61.8
5 上地 浩之 千嵐 関西大 –68.0
6 平池 由典 千豪 関西大 –69.4

• 選抜障害飛越競技 （全 20選手）
1 平原 枝里香 ジャスコテティ 大阪体大 –0 J.O. –0
2 谷野 　豊 ミッドナイトブルー 国際大 –0 J.O. –13
3 水谷 寛子 月母衣 関学大 –4 70”14
4 岩本 隆行 月緑 関学大 –4 73”32
5 上地 浩之 千嵐 関西大 –4 78”86
6 山下 丈太 ウェスタンホーク 同志社大 –8 69”66

• 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 62点
2 京都産業大学 42点
3 大阪体育大学 28点
4 大阪府立大学 24点
5 関西大学 23点
6 関西国際大学 20点

4. 第 36回 関西学生女子自馬大会　　 2004年 5月 3, 4, 5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 片尾 奈緒子 月鷹 関学大 58.413%
2 為川 梨沙 ダンチェ 同志社大 57.619%
3 泉川 奈美 千山 関西大 56.825%
4 水谷 寛子 月母衣 関学大 56.032%
5 瀧本 彩加 ポルカドット 京都大 55.397%
6 北村 夕子 杉茜 大阪市大 54.603%
7 菊地 有里子 バルメール 神女大 54.286%
8 宮本 ゆりあ ベテルギウス II 京産大 54.127%
9 河合 由実 シーザー I 同志社大 53.492%
10 中小路 菜穂 クリヤマボーイ 神女大 53.175%
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• 女子馬場馬術競技 A （全 33選手）
1 野島 　梓 甲凛 甲南大 58.116%
2 平原 枝里香 ジーオー・ギャラン 大阪体大 57.826%
3 三上 志乃 ダンチェ 同志社大 57.246%
4 森田 　優 月乃雫 関学大 55.942%
5 安藤 あゆみ コメット 関西大 55.217%
6 真方 文絵 ポルカドット 京都大 54.928%
7 高橋 玲子 セレリス 京産大 54.493%
8 多田 雅代 甲凛 甲南大 54.493%
9 森田 　優 月翼 関学大 54.348%
10 友野 鮎子 アポイリージ 京都大 53.913%

• 女子障害飛越競技 （全 34選手）
1 安藤 あゆみ ラティーナ 関西大 –0 55”64
2 三上 志乃 シルバープラネット 同志社大 –0 59”74
3 奥村 由佳 月雪 関学大 –0 60”11
4 水谷 寛子 月母衣 関学大 –0 60”39
5 安達 由美 浪聖 大阪府大 –0 61”13
6 高橋 玲子 シェアト 京産大 –0 69”58
7 藤原 まゆか 月笛 関学大 –0 71”70
8 戸田 尚子 千姫 関西大 –0 71”90
9 濱村 美穂 千豪 関西大 –0 74”84
10 小倉 あこ 千将 関西大 –0 75”02

• 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 28点
2 同志社大学 22点
3 関西大学 18点
4 甲南大学 10点
5 大阪体育大学 8点
6 京都大学 3点

5. 第 35回 関西学生新人馬術大会　　 2004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 28選手）
1 鈴木 基仁 ウェスタンホーク 同志社大 –0, J.O. –0 37”41
2 藤岡 寛史 アルバトロス 同志社大 –0, J.O. –0 38”02
3 香川 大二郎 浪翠 大阪府大 –0, J.O. –0 39”53
4 和田 達朗 アラミス 近畿大 –0, J.O. –0 40”46
5 岡本 圭介 月乃雫 関学大 –0, J.O. –0 42”09
6 広瀬 　満 月笛 関学大 –0, J.O. –4 37”33
7 番匠 晴信 月雪 関学大 –0, J.O. –4 42”29
8 中西 恭宏 千山 関西大 –0, J.O. –8 39”50
9 柿崎 裕子 杉鷹 大阪市大 –0, J.O. E
9 岸本 幸樹 エフユー・トウショウ 同志社大 –0, J.O. E
9 仁木 哲也 紫明 京都大 –0, J.O. E

• 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 43点
2 関西学院大学 30点
3 大阪府立大学 18点
4 京都大学 9点

6. 第 47回 関西学生総合馬術大会　　 2004年 6月 12, 13日　　於　三木ホースランドパーク

• 総合馬術競技 （全 14選手）
1 岩本 隆行 月緑 関学大 –58.6
2 熊倉 健司 月峰 関学大 –65.4
3 森田 　優 月翼 関学大 –91.0
4 出口 勝祥 千姫 関西大 –101.4
5 水谷 寛子 月母衣 関学大 –111.4
6 木下 欣彦 千幻 関西大 –118.0

• 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 –215.0
2 関西大学 –384.8
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7. 第 39回 関西学生馬場馬術大会　　 2004年 7月 18, 19日　　於　大阪乗馬協会

• 学生賞典馬場馬術競技 （全 19選手）
1 今橋 和也 ヴェルダンディ 京産大 59.394%
2 草葉 恵介 祇園 立命館大 58.990%
3 平田 まり子 バッサーノ 国際大 57.273%
4 野中 康宏 アポイリージ 京都大 56.364%
5 岩本 隆行 月皚 関学大 55.960%
6 小島 隆嗣 セレリス 京産大 55.859%

• 団体成績 （表彰は 3位まで）
1 京都産業大学 1674点
2 関西国際大学 1660点
3 立命館大学 1656点

• 関西学生馬場馬術競技 A （全 34選手）
1 平原 枝里香 ジーオー・ギャラン 大阪体大 63.086%
2 小西 辰吾 ライオネット 京産大 58.395%
3 田中 章子 ヴェルダンディ 京産大 57.284%
4 高林 奈津枝 浪旋風 大阪府大 56.914%
5 樋口 幸三 鴨川 立命館大 56.790%
6 松下 康祐 月乃雫 関学大 54.938%

8. 第 39回 関西学生障害馬術大会　　 2004年 7月 18, 19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 ラディアント 同志社大 –0
2 平原 枝里香 ジャスコテティ 大阪体大 –4
3 谷野 　豊 ミッドナイトブルー 国際大 –8
4 寺本 和樹 千将 関西大 –12 184”09
5 畑岡 優佑 広甲 甲南大 –12 187”04
6 岩本 隆行 月緑 関学大 –12 189”75

• 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 関西大学 –54
2 関西学院大学 –56
3 同志社大学 –61

4 大阪府立大学 –1064

9. 第 29回 関西学生女子複合馬術大会　　 2004年 9月 4, 5日　　於　大阪乗馬協会

• 女子複合馬術競技 A （全 22選手）
1 平原 枝里香 ジャスコテティ 大阪体大 –55.7
2 森田 　優 月翼 関学大 –58.7
3 小倉 あこ 千将 関西大 –66.1
4 安藤 あゆみ サクラキリフダ 関西大 –67.2
5 安藤 あゆみ 千嵐 関西大 –67.6
6 濱村 美穂 千豪 関西大 –69.1

• 団体成績 （表彰は 3位まで）
1 関西学院大学 –128.8
2 関西大学 –133.3
3 大阪府立大学 –150.4

• 女子複合馬術競技 B （全 7選手）
1 日高 彩子 浪倭 大阪府大 –69.3
2 富田 紋加 エフユー・トウショウ 同志社大 –71.8
3 柿崎 祐子 杉北斗 大阪市大 –124.7
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10. 第 42回 関西学生馬術選手権大会　　 2004年 9月 4, 5日　　於　大阪乗馬協会

• 選手権競技 （全 30選手）
1 岩本 隆行 関学大
2 三山 　一 京産大
3 畑岡 優佑 甲南大
4 西村 庸平 京産大
5 西田 　正 大阪府大
6 神崎 光司 関西大

11. 第 40回 関西学生馬術女子選手権大会　　 2004年 9月 4, 5日　　於　大阪乗馬協会

• 女子選手権競技 （全 18選手）
1 野島 　梓 甲南大
2 平原 枝里香 大阪体大
3 三上 志乃 同志社大
4 水谷 寛子 関学大
5 大国 貴子 同志社大
6 田中 章子 京産大

12. 第 25回 学生馬術東西対抗競技会　　 2004年 9月 5日　　於　大阪乗馬協会

• 障害飛越競技
関東チーム 関西チーム
石澤 崇幸 専修大 ×　○ 西村 庸平 京産大
宮崎 宏之 日獣畜大 ○　× 西田 　正 大阪府大
小池 賢一 東海大 ○　× 神崎 光司 関西大
佐藤 　章 東京農大 ○　× 岩本 隆行 関学大
大坪 幸司 日本大 ×　○ 畑岡 優佑 甲南大
宮永 美寿津 立教大 ○　× 野島 　梓 甲南大
川野 裕志 明治大 ×　○ 平原 枝里香 大阪体大
青木 　翔 中央大 ○　× 三山 　一 京産大
5勝 3敗 ○　× 3勝 5敗

3 平成16年度表彰
1. 優秀団体

1 関西学院大学 76P
2 関西大学 47P
3 京都産業大学 37P

2. 三大大会優秀団体
1 関西学院大学 24P

3. 優秀選手
1 岩本 隆行 関学大 77P
2 平原 枝里香 大阪体大 57P
3 谷野 　豊 国際大 38P
4 水谷 寛子 関学大 37P
5 今橋 和也 京産大 36P
6 三山 　一 京産大 31P

4. 優秀女子選手
1 平原 枝里香 大体大 37P
2 野島 　梓 甲南大 30P
3 三上 志乃 同志社大 30P

5. 優秀馬匹
1 ジャスコテティ 大体大 61P
2 月緑 関学大 49P
3 月母衣 関学大 46P
4 ヴェルダンディ 京産大 34P
5 ミッドナイトブルー 国際大 28P
6 月峰 関学大 26P
6 月翼 関学大 26P
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6. 特別賞
(個人)
平原 枝里香 大阪体大 第 54回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 1位入賞　乗馬: ジャスコテティ
岩本 隆行 関学大 第 54回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 9位入賞　乗馬: 月緑

第 47回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 13位入賞 乗馬: 月緑
熊倉 健司 関学大 第 54回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 11位入賞 乗馬: 月峰
大竹 弘晃 関西大 第 54回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 12位入賞 乗馬: 千嵐
畑岡 優佑 甲南大 第 54回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 23位入賞 乗馬: 広甲

(団体)
関西学院大学 第 54回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体 4位

第 47回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　団体 4位
平成 16年度 全日本学生三大大会団体表彰　 5位

関西大学 第 54回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体 6位

7. 功労賞
川口 哲平 京都大 平成 16年度幹事長
西家 陽一 関西大 平成 16年度副幹事長
永田 　健 同志社大 平成 16年度全日本学生馬術連盟副幹事長
藤原 まゆ香 関学大 平成 16年度女子幹事長
岡田 裕毅 大阪府大 平成 16年度競技委員

8. 功労馬
月湖 関学大
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