
1 平成18年度事業報告
3月 6日　第 1回幹事会（大阪乗馬協会）
4月 1日　第 1回理事会（BTFミーティングルーム）
4月 4日　第 2回幹事会（京都大学）
5月27日　第 3回幹事会（関西大学）
6月 4日　関西学生監督会議（三木ホースランドパーク）
6月 4日　第 2回理事会（三木ホースランドパーク）
7月 5日　第 4回幹事会（京都大学）
7月16日　日本農産飼料講習会（三木ホースランドパーク）
7月16日　第 3回理事会（三木ホースランドパーク）
9月 3日　第 4回理事会（大阪乗馬協会）
9月22日　第 5回幹事会（京都大学）

10月15日　第 5回理事会（ホテルサンルート梅田）
10月26日　第 6回幹事会（関西大学）
12月15日　第 1回競技委員会（マズラ）
1月27日　第 6回理事会（関学第 3フィールド運動棟会議室）
2月 6日　第 7回幹事会（関西大学）
2月17日　第 7回理事会（OMMビル）
2月17日　平成 18年度定例総会（OMMビル）

2 平成18年度競技会成績
1. 第 17回 関西学生馬術王座決定戦　　 2006年 3月 6日　　於　大阪乗馬協会

• 王座決定戦 （全 4大学）
1 関西学院大学
2 甲南大学
3 関西大学

2. 第 9回 関西学生馬術プリンセス大会　　 2006年 3月 6日　　於　大阪乗馬協会

• プリンセス大会 （全 3大学）
1 関西大学
2 関西学院大学

3. 第 41回 全関西学生馬術大会　　 2006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 20選手）
1 小山 康介 ヴェルダンディ 京産大 60.303%
2 加藤 千晴 マクビー 国際大 58.788%
3 八木 紘子 鴨川 立命館大 57.778%
4 森田 　優 月皚 関学大 57.071%
5 森田 　優 月翼 関学大 56.667%
6 大竹 弘晃 アイントホーフェン 関西大 55.758%

• 新馬障害飛越競技 （全 13選手）
1 柿崎 裕子 杉嶺 大阪市大 –0, J.O. –1
2 宇佐美 和重 ジアース 京産大 –0, J.O. –4, 42”55
3 畑岡 優佑 甲煌 甲南大 –0, J.O. –4, 43”53
3 藤熊 志保 ジュリアス 同志社大 –0, J.O. –4, 44”96
4 森田 　優 月空 関学大 –0, J.O. –8
6 野島 　梓 甲覇 甲南大 –0, J.O. –14

• Lクラス障害飛越競技 A （全 66選手、13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 伊藤 寛悟 アバンタージュ 近畿大 –0 53”53
2 野島 　梓 クナピピ 甲南大 –0 54”15
3 荻原 麻里 ベルナデッタ 関西大 –0 54”24

4 藤熊 志保 シルバープラネット 同志社大 –0 54”60
5 南木 秀介 千鈴 関西大 –0 54”63
6 畑岡 優佑 甲凜 甲南大 –0 57”30
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団体 （チーム内の完走上位 3頭の成績による）
1 関西大学 C –0 170”19
2 同志社大学 A –0 178”15
3 甲南大学 –0 178”87
4 関西大学 B –0 189”48
5 京都産業大学 –0 194”51
6 関西学院大学 A –4 191”20

• Mクラス障害飛越競技 D （全 39選手）
1 斉藤 正一郎 千花 関西大 –0, J.O. 39”79
2 平田 浩貴 千豪 関西大 –0, J.O. 46”14
3 西岡 直樹 アラミス 近畿大 –0, J.O. 46”50
4 野島 　梓 クナピピ 甲南大 –4 63”27
5 南木 秀介 千鈴 関西大 –4 73”96
6 笠原 太朗 アビーロード 同志社大 –4 75”00

• Mクラス障害飛越競技 C （全 27選手）
1 荻原 麻里 ベルナデッタ 関西大 –0, J.O. 36”52
2 熊倉 健司 月峰 関学大 –0, J.O. 37”52
3 中谷 彩夏 バーデン・バーデン 関西大 –0, J.O. 37”89
4 森田 　優 月雅 関学大 –0, J.O. 42”30
5 中谷 彩夏 クラスター 関西大 –0, J.O. 42”84
6 大谷 　慎 ウェスタンホーク 同志社大 –0, J.O. E

• 複合馬術競技 D （全 12選手）
1 森田 　優 月翼 関学大　 –64.8
2 佐渡 一毅 ミルクディッパー 京産大 –65.0
3 畑岡 優佑 甲凛 甲南大 –65.4
4 平田 浩貴 千豪 関西大 –69.8
5 谷野 　豊 ミッドナイトブルー 国際大 –72.8
6 野島 　梓 甲麗 甲南大 –75.6

• 複合馬術競技 C （全 9選手）
1 森田 　優 月雅 関学大 –64.2
2 中谷 彩夏 バーデン・バーデン 関西大 –64.4
3 中谷 彩夏 クラスター 関西大 –66.6
4 斉藤 正一郎 千駿 関西大 –69.6
5 藤熊 志保 シルバープラネット 同志社大 –72.4
6 大谷 　慎 ウェスタンホーク 同志社大 –74.2

• Mクラス障害飛越競技 B・I（公認） （全 19選手）
1 伊藤 寛悟 アバンタージュ 近畿大 –0, J.O. –0 38”02
2 平原 枝里香 ジャスコテティ 大阪体大 –0, J.O. –0 38”24
3 中谷 彩夏 バーデン・バーデン 関西大 –0, J.O. –12 40”45
4 藤熊 志保 シルバープラネット 同志社大 –0, J.O. E
5 藤原 　諒 ラディアント 同志社大 –4 77”05
6 熊倉 健司 月峰 関学大 –4 77”17

• Mクラス障害飛越競技 B （全 27選手）
1 伊藤 寛悟 アバンタージュ 近畿大 –0, J.O. –0 38”02
2 平原 枝里香 ジャスコテティ 大阪体大 –0, J.O. –0 38”24
3 中谷 彩夏 バーデン・バーデン 関西大 –0, J.O. –12 40”45
4 藤熊 志保 シルバープラネット 同志社大 –0, J.O. E
5 畑岡 優佑 甲麗 甲南大 –4 76”46
6 藤原 　諒 ラディアント 同志社大 –4 77”05

• 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 関西大学 69点
2 関西学院大学 39点
3 京都産業大学 25点
4 甲南大学 24点
5 同志社大学 22点
6 近畿大学 16点
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4. 第 38回 関西学生女子自馬大会　　 2006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 27選手）
1 井上 直子 月若葉 関学大 59.804%
2 柴田 玲奈 月鷹 関学大 58.431%
3 鵜飼 さやか 祇園 立命館大 58.431%
4 林田 亜沙美 月雪 関学大 57.843%
5 半澤 真弓 月若葉 関学大 57.647%
6 磯井 奈美 セレリス 京産大 57.255%
7 片岡 奈々美 月雪 関学大 56.863%
8 高橋 　薫 サナ 同志社大 56.863%
9 樋口 理恵 ヴェルダンディ 京産大 56.667%
10 潮谷 　巴 月汐 関学大 56.471%

＊ 2，3位および 7，8位は日馬連規定により順位確定

• 女子馬場馬術競技 A （全 33選手）
1 平原 枝里香 ジーオー・ギャラン 大阪体大 60.152%
2 森田 　優 月皚 関学大 60.000%
3 八木 紘子 鴨川 立命館大 59.394%
4 木原 真理子 甲凛 甲南大 57.121%
5 荻原 麻里 千駿 関西大 56.667%
6 石井 奈緒 月雪 関学大 56.364%
7 神農 由希子 祇園 立命館大 56.212%
8 西脇 万美子 月緑 関学大 55.909%
9 野島 　梓 シュプール 甲南大 55.152%
10 泉川 奈美 千将 関西大 55.000%

• 女子障害飛越競技 （全 42選手）
1 野島 　梓 クナピピ 甲南大 –0 48”06
2 高井 佑子 千姫 関西大 –0 52”20
3 近藤 仁美 月雅 関学大 –0 57”28
4 荻原 麻里 千花 関西大 –0 57”52
5 近藤 仁美 月燕 関学大 –0 58”40
6 森田 　優 月峰 関学大 –0 58”66
7 潮谷 　巴 月汐 関学大 –0 61”01
8 西脇 万美子 月緑 関学大 –0 61”72
9 柿崎 祐子 杉翼 大阪市大 –0 62”59
10 石井 奈緒 月母衣 関学大 –0 62”96

• 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 38点
2 甲南大学 14点
3 関西大学 14点
4 立命館大学 12点
5 大阪体育大学 10点
6 京都産業大学 1点
＊ 2，3位は大会規定による

5. 第 37回 関西学生新人馬術大会　　 2006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 25選手）
1 長澤 　優 杉茜 大阪市大 –0, J.O. –0 36”55
2 大野 正樹 ウェスタンホーク 同志社大 –0, J.O. –0 36”79
3 大瀬戸 　慎 広甲 甲南大 –0, J.O. –0 38”14
4 岡本 陽平 浪聖 大阪府大 –0, J.O. –0 38”94
5 中上 由貴 フルハウス 同志社大 –0, J.O. –0 45”16
6 柿崎 成美 杉嶺 大阪市大 –0, J.O. –4 39”14
7 水澤 健一 アバンタージュ 近畿大 –0, J.O. E
8 古峨 淳明 月景 関学大 –1 84”05
9 藤吉 治郎 月燕 関学大 –4 70”13
10 小川 慶朗 月汐 関学大 –4 71”58

• 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 大阪市立大学 34点
2 同志社大学 33点
3 関西学院大学 21点
4 大阪府立大学 12点
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6. 第 49回 関西学生総合馬術大会　　 2006年 6月 3, 4日　　於　三木ホースランドパーク

• 総合馬術競技 （全 17選手）
1 中西 恭宏 千姫 関西大　 –66.6
2 熊倉 健司 月峰 関学大 –69.0
3 潮谷 　巴 月汐 関学大 –75.0
4 谷野 　豊 ミッドナイトブルー 国際大 –79.8
5 森田 　優 月緑 関学大 –85.0
6 小西 辰吾 シェアト 京産大 –91.0

• 団体成績
1 関西学院大学 –229.0
2 関西大学 –283.8
3 甲南大学 –2117.6

7. 第 41回 関西学生障害馬術大会　　 2006年 7月 16, 17日　　於　三木ホースランドパーク

• 標準中障害飛越競技 （全 38選手）
1 大竹 弘晃 千嵐 関西大 –0 J.O. 35”40
2 荻原 麻里 ベルナデッタ 関西大 –0 J.O. 41”64
3 平原 枝里香 ジャスコテティ 大阪体大 –5
4 森田 　優 月翼 関学大 –8 157”32
5 外村 圭一郎 カプリ 立命館大 –8 164”37
6 畑岡 優佑 広甲 甲南大 –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 関西大学 –12
2 京都産業大学 –125
3 関西学院大学 –546

4 立命館大学 –1068
5 同志社大学 –1083

8. 第 41回 関西学生馬場馬術大会　　 2006年 7月 16, 17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 森田 　優 月皚 関学大 59.798%
2 大竹 弘晃 アイントホーフェン 関西大 59.192%
3 小山 康介 ヴェルダンディ 京産大 58.586%
4 野島 　梓 シュプール 甲南大 57.374%
5 八木 紘子 鴨川 立命館大 57.374%
6 佐渡 一毅 ライオネット 京産大 56.667%

＊ 4，5位は日馬連規定により順位確定

• 団体成績 （表彰は 3位まで）
1 京都産業大学 1646点
2 立命館大学 1635点
3 京都大学 1548点

• 関西学生馬場馬術競技 A （全 14選手）
1 平原 枝里香 ジーオー・ギャラン 大阪体大 60.645%
2 宮下 響子 グッドマン 立命館大 54.516%
3 西村 睦実 プリンスパルズ D 神戸大 54.516%
4 古峨 淳明 月汐 関学大 53.226%
5 河原 　茜 テナ 立命館大 52.903%
6 野島 　梓 甲雪 甲南大 52.688%

＊ 2，3位は日馬連規定により順位確定

• 関西学生馬場馬術競技 B （全 28選手）
1 鈴木 裕司 京楓 京都大　 58.182%
2 西村 睦実 マウンテンホーン 神戸大 56.667%
3 潮谷 　巴 月汐 関学大 56.061%
4 高井 佑子 グランドダンサー 関西大 55.455%
5 河瀬 美紀 鞠小路 京都大 54.394%
6 大場 康史 京楓 京都大 54.091%
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9. 第 31回 関西学生女子複合馬術大会　　 2006年 9月 2, 3日　　於　大阪乗馬協会

• 女子複合馬術競技 A （全 24選手（Open 2選手））
1 森田 　優 月翼 関学大 –63.6
2 平原 枝里香 トレモロ 大阪体大 –63.9
3 荻原 麻里 千駿 関西大 –63.9
4 中谷 彩夏 バーデン・バーデン 関西大 –66.1
5 潮谷 　巴 月汐 関学大 –66.3
6 泉川 奈美 千将 関西大 –68.4

＊ 2，3位は関西学馬連規定により順位確定

• 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 –129.9
2 関西大学 –130.0
3 甲南大学 –160.8

4 立命館大学 –187.9

• 女子複合馬術競技 B （全 20選手）
1 高橋 　薫 フルハウス 同志社大 –66.2
2 中野 好美 千豪 関西大 –69.1
3 宮下 響子 エスピオン 立命館大 –69.7
4 井上 春奈 夕浪 大阪府大 –69.7
5 磯井 奈美 レオ III 京産大 –70.0
6 中上 由貴 フルハウス 同志社大 –70.2

＊ 3，4位は関西学馬連規定により順位確定

10. 第 44回 関西学生馬術選手権大会　　 2006年 9月 2, 3日　　於　大阪乗馬協会

• 選手権競技 （全 20選手）
1 野島 　梓 甲南大
2 畑岡 優佑 甲南大
3 佐渡 一毅 京産大
4 小西 辰吾 京産大
5 太田 康博 大阪府大
5 藤原 　諒 同志社大

11. 第 42回 関西学生馬術女子選手権大会　　 2006年 9月 2, 3日　　於　大阪乗馬協会

• 女子選手権競技 （全 13選手）
1 藤熊 志保 同志社大
2 森田 　優 関学大
3 山口 枝美 甲南大
4 泉川 奈美 関西大
5 平原 枝里香 大阪体大
5 西脇 万美子 関学大

12. 第 27回 学生馬術東西対抗競技会　　 2006年 9月 3日　　於　大阪乗馬協会

• 障害飛越競技
関東チーム 関西チーム
笠松 拓馬 東京農大 ○　× 佐渡 一毅 京産大
西山 慶太 専修大 ○　× 森田 　優 関学大
佐藤 もも 学習院大 ×　○ 畑岡 優佑 甲南大
田中 志奈 東海大 ○　× 小西 辰吾 京産大
高田 康司 日本大 ×　○ 藤原 　諒 同志社大
橋本 英之 日獣生大 ○　× 野島 　梓 甲南大
平野 暁教 慶應大 ×　○ 太田 康博 大阪府大
石本 佑一 明治大 ×　○ 藤熊 志保 同志社大
4勝 4敗　総減点 158 ○　× 4勝 4敗　総減点 218

3 平成18年度表彰
1. 優秀団体

1 関西学院大学 65P
2 関西大学 60P
3 京都産業大学 35P
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2. 三大大会優秀団体
1 関西大学 19P
1 京都産業大学 19P

3. 優秀選手
1 森田 　優 関学大 67P
2 野島 　梓 甲南大 40P
3 大竹 弘晃 関西大 35P
4 荻原 麻里 関西大 31P
5 平原 枝里香 大阪体大 30P
6 畑岡 優佑 甲南大 29P

4. 優秀女子選手
1 森田 　優 関学大 39P
2 平原 枝里香 大阪体大 26.5P
3 荻原 麻里 関西大 18P
3 藤熊 志保 同志社大 18P

5. 優秀馬匹
1 月翼 関学大 35P
2 月皚 関学大 34P
3 バーデン・バーデン 関西大 32P
4 ベルナデッタ 関西大 31P
5 千姫 関西大 28P
6 月峰 関学大 27P

6. 特別賞
(個人)
平原 枝里香 大阪体大 第 56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

第 42回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 3位入賞
荻原 麻里 関西大 第 56回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 17位入賞 乗馬: 千将
片山 　篤 関西大 第 56回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 19位入賞 乗馬: アステリクス
森田 　優 関学大 第 49回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　 18位 乗馬: 月皚

第 49回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 18位入賞 乗馬: 月緑
第 42回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 1位入賞

佐渡 一毅 京産大 第 78回 全日本学生馬術選手権大会　　　　 7位入賞
野島 　梓 甲南大 第 42回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 8位入賞
大竹 弘晃 関西大 第 7回 世界大学馬術選手権大会 2006　団体 3位入賞の日本チームメンバー

(団体)
関西大学 第 56回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体 5位
関西学院大学 第 49回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　団体 6位

7. 功労賞
薬師 大樹 京産大 平成 18年度幹事長
大谷　 慎 同志社大 平成 18年度全日本学生馬術連盟副幹事長
河瀬 美紀 京都大 平成 18年度女子幹事長・平成 18年度総務委員

8. 功労馬
シェアト 京産大
ラディアント 同志社大
ルドラ 立命館大
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