
1 平成19年度事業報告
2月26日　第 1回幹事会（京都大学）
3月24日　第 1回理事会（ホテルサンルート梅田）
3月27日　第 2回幹事会（京都大学）
5月12日　第 2回理事会（ホテルサンルート梅田）
6月 1日　第 3回幹事会（三木ホースランドパーク）
7月15日　日本農産飼料講習会（三木ホースランドパーク）
7月15日　関西学生監督会議（三木ホースランドパーク）
7月15日　第 3回理事会（三木ホースランドパーク）
8月11日　日本馬術連盟主催馬術講習会（大阪乗馬協会）[8/11～12]
8月26日　第 4回理事会（ホテルサンルート梅田）
9月22日　第 5回理事会（ホテルサンルート梅田）

10月17日　第 4回幹事会（関西大学）
1月20日　第 5回幹事会（京都大学）
1月26日　第 6回理事会（ホテルサンルート梅田）
2月16日　第 7回理事会（アクスネッツ梅田）
2月16日　平成 19年度定例総会（アクスネッツ梅田）

2 平成19年度競技会成績
1. 第 1回 関西学生馬術スプリングトライ　　 2007年 3月 5日　　於　大阪乗馬協会

• ノービス障害飛越競技 （全 19選手 (Open 5選手)）
1 坂之井 真弓 天姫 天理大 –0 54”94
2 横江 拓人 杉昴 大阪市大 –0 55”41
3 井上 直子 月善 関学大 –0 57”00
4 五明 堅一 凌秀 神戸大 –0 58”59
5 辻　 絵美 凌秀 神戸大 –1 60”37
6 坪山 紀子 鞠小路 京都大 –1 60”56
7 大澤 　修 天姫 天理大 –1 63”63
8 富家 嘉顕 雪浪 大阪府大 –2 66”50
9 日び 義裕 千雷 関西大 –4 57”50
10 野口 昌美 杉昴 大阪市大 –6 66”00

• Lクラス障害飛越競技 C （全 25選手 (Open 9選手)）
1 三井 洋範 天悠 天理大 –0 60”34
2 辻　 絵美 凌秀 神戸大 –0 62”64
3 坂下 奈津美 浪翠 大阪府大 –0 62”85
4 谷畑 雄太 月善 関学大 –1 67”22
5 藤室 拓人 ルドラ 立命館大 –1 67”76
5 和氣 遊也 エスピオン 立命館大 –1 67”76
7 大瀬戸 　愼 甲蓮 甲南大 –1 68”13
8 矢埜 一仁 月鈴 関学大 –1 69”87
9 葛西 芙美子 月善 関学大 –1 70”67
10 井上 春奈 浪翠 大阪府大 –4 61”04

• Lクラス障害飛越競技 A （全 19選手 (Open 2選手)）
1 長澤 　優 杉翼 大阪市大 –0 75”27
2 稲川 慧悟 涼雅 立命館大 –0 75”93
3 柿崎 成美 杉翼 大阪市大 –1 76”90
4 八木 紘子 涼雅 立命館大 –1 79”10
5 池川 雄亮 浪翠 大阪府大 –4 75”22
6 橘　 円香 千姫 関西大 –7 85”27
7 野島 　梓 甲覇 甲南大 –7 87”17
8 三井 洋範 天姫 天理大 –9 77”31
9 南木 秀介 千姫 関西大 –14 96”90
10 山口 枝美 甲凜 甲南大 –19 102”55
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• ノービス馬場馬術競技 （全 25選手 (Open 1選手)）
1 陸門 麻衣 杉煌 大阪市大 59.020%
2 水野 亜優美 雪浪 大阪府大 57.255%
3 平田 紅梨子 センテニアルウィル 京都大 56.863%
4 佐々木 彰三 センテニアルウィル 京都大 55.882%
5 井原 果矢 夕浪 大阪府大 55.294%
6 湊　 友子 甲蓮 甲南大 54.902%
7 堀吉 美由紀 月若葉 関学大 54.706%
8 北野 　恵 月若葉 関学大 54.706%
9 今西 香絵 夕浪 大阪府大 54.314%
10 植田 麻友子 グランドダンサー 関西大 54.118%

＊ 7，8位は日馬連規定により順位確定

2. 第 42回 全関西学生馬術大会　　 2007年 5月 2, 3, 4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 小山 康介 ヴェルダンディ 京産大 58.686%
2 大竹 弘晃 千蘭 関西大 57.878%
3 八木 紘子 鴨川 立命館大 56.161%
4 神農 由希子 祇園 立命館大 55.252%
5 古峨 淳明 月皚 関学大 54.848%
6 柴田 雄市 プリンスパルズ D 神戸大 54.848%

＊ 5，6位は日馬連規定により順位確定

• Lクラス障害飛越競技 A （全 62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 斉藤 正一郎 千富士 関西大 –0 47”88
2 西尾 　梓 セレス 関西大 –0 49”76
3 藤熊 志保 シルバープラネット 同志社大 –0 51”27

4 有吉 　隆 プログレス 関西大 –0 51”73
5 佐棟 健太 月峰 関学大 –0 51”77
6 西脇 万美子 月葵 関学大 –0 53”43

団体 （チーム内の完走上位 3頭の成績による）
1 関西大学 A –0 151”67
2 関西大学 C –0 162”66
3 関西学院大学 A –0 163”28
4 同志社大学 A –0 165”73
5 関西大学 B –4 159”63
6 関西学院大学 B –10 187”25

• セントジョージ賞典馬場馬術競技 （全 8選手）
1 八木 紘子 鴨川 立命館大 56.833%
2 松田 有加 月夢 関学大 54.500%
3 大竹 弘晃 千蘭 関西大 54.000%
4 小山 康介 ヴェルダンディ 京産大 53.666%
5 柴田 雄市 プリンスパルズ D 神戸大 53.500%
6 神農 由希子 祇園 立命館大 52.250%

• Mクラス障害飛越競技 D （全 32選手 (Open 4選手)）
1 西尾 　梓 セレス 関西大 –0, J.O. –0 34”78
2 佐棟 健太 月峰 関学大 –0, J.O. –0 39”78
3 平原 枝里香 ペリエ・イー 大阪体大 –0, J.O. –0 40”98
4 近藤 仁美 月母衣 関学大 –0, J.O. –19 49”86
5 中谷 彩夏 千龍 関西大 –1 88”13
6 西脇 万美子 月葵 関学大 –4 70”03

• Mクラス障害飛越競技 C （全 25選手）
1 平原 枝里香 ジャスコテティ 大阪体大 –0, J.O. –0 36”29
2 藤原 　諒 トムボーラ 同志社大 –0, J.O. –0 36”66
3 尾崎 功章 月雅 関学大 –0, J.O. –0 42”24
4 有吉 　隆 プログレス 関西大 –0, J.O. –4 41”31
5 片山 　篤 モナコ 関西大 –0, J.O. –8 40”38
6 野島 　梓 セルサス・マチルダ 甲南大 –0, J.O. –12 42”09

2



• 複合馬術競技 （全 24選手）
1 野島 　梓 エスト・エスト 甲南大 –62.9 (J –0, D –62.9)
2 中谷 彩夏 千龍 関西大 –67.3 (J –0, D –67.3)
3 藤熊 志保 シルバープラネット 同志社大 –67.3 (J –0, D –67.3)
4 宮司 　亮 ジアース 京産大 –67.3 (J –4, D –63.3)
5 片山 　篤 千将 関西大 –67.5 (J –4, D –63.5)
6 松尾 孝司 月翼 関学大 –70.0 (J –0, D –70.0)

＊ 2～4位は大会規定により順位確定

• Mクラス障害飛越競技 B・I（公認） （全 20選手）
1 熊倉 健司 月緑 関学大 –0, J.O. –0 37”02
2 有吉 　隆 プログレス 関西大 –0, J.O. –4 38”66
3 片山 　篤 アステリクス 関西大 –0, J.O. –8 38”05
4 西尾 　梓 セレス 関西大 –4 70”40
5 斉藤 正一郎 千富士 関西大 –4 71”72
6 藤熊 志保 シルバープラネット 同志社大 –4 80”20

• Mクラス障害飛越競技 B （全 22選手）
1 熊倉 健司 月緑 関学大 –0, J.O. –0 37”02
2 有吉 　隆 プログレス 関西大 –0, J.O. –4 38”66
3 片山 　篤 アステリクス 関西大 –0, J.O. –8 38”05
4 西尾 　梓 セレス 関西大 –4 70”40
5 斉藤 正一郎 千富士 関西大 –4 71”72
6 藤熊 志保 シルバープラネット 同志社大 –4 80”20

• Lクラス障害飛越競技 B （全 25選手）
1 古峨 淳明 月汐 関学大 –0 61”07
2 小川 慶朗 月母衣 関学大 –0 62”18
3 井上 春奈 浪翠 大阪府大 –0 65”22
4 井原 果矢 浪聖 大阪府大 –0 74”92
5 山浦 規子 月景 関学大 –1 78”46
6 鈴木 裕司 アンチェインド 京都大 –4 58”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 関西大学 72点
2 関西学院大学 59点
3 立命館大学 21点
4 同志社大学 19点
5 京都産業大学 18点
6 大阪体育大学 16点

3. 第 38回 関西学生新人馬術大会　　 2007年 5月 2, 4日　　於　三木ホースランドパーク

• 新人馬場馬術競技 （全 40選手）
1 山田 みな 月鷹 関学大 58.431%
2 北野 　恵 月若葉 関学大 58.235%
3 岸本 梨沙 ジュリアス 同志社大 57.843%
4 堀吉 美由紀 月若葉 関学大 57.843%
5 梅崎 慎太郎 月鷹 関学大 57.254%
6 水野 亜優美 雪浪 大阪府大 56.666%
7 平田 紅梨子 京楓 京都大 56.470%
8 佐々木 彰三 センテニアルウィル 京都大 56.470%
9 和田 智子 月景 関学大 55.882%
10 野口 昌美 杉翔 大阪市大 55.686%

＊ 3，4位および 7，8位は日馬連規定により順位確定

• 馬場団体成績 （表彰は 3位まで）
1 関西学院大学 44点
2 京都大学 20点
3 大阪市立大学 6点
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• 新人障害飛越競技 （全 36選手）
1 枡田 康佑 ミルクディッパー 京産大 –0, J.O. –0 28”01
2 富家 嘉顕 浪聖 大阪府大 –0, J.O. –0 28”60
3 鶴園 　悠 月景 関学大 –0, J.O. –0 32”09
4 牛島 浩一 杉嶺 大阪市大 –0, J.O. –0 32”40
5 辻本 康平 月母衣 関学大 –0, J.O. –4 28”98
6 高原 　遼 ウェスタンホーク 同志社大 –0, J.O. –4 29”22
7 可児 太志 津浪 大阪府大 –0, J.O. –4 31”36
8 竹川 菜美子 アルバトロス 同志社大 –0, J.O. –4 33”20
9 佐々木 彰三 梅太郎 京都大 –0, J.O. –4 34”96
10 井上 　文 グローバルマインド 京都大 –0, J.O. –8 33”50

• 障害団体成績 （表彰は 3位まで）
1 関西学院大学 30点
2 大阪府立大学 26点
3 同志社大学 19点

• 2種目総合団体成績 （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 順位合計 2
2 京都大学 順位合計 6

4. 第 50回 関西学生総合馬術大会　　 2007年 6月 2, 3日　　於　三木ホースランドパーク

• 総合馬術競技 （全 15選手）
1 中谷 彩夏 千龍 関西大　 –71.9
2 有吉 　隆 ウッシィー 関西大 –75.2
3 南木 秀介 千姫 関西大 –83.8
4 野島 　梓 エスト・エスト 甲南大 –101.5
5 柴原 将平 ロワドゥヴォルドウ 関西大 –111.9
6 片山 　篤 千将 関西大 –128.9

• 団体成績
1 関西大学　　 –230.9

5. 第 39回 関西学生女子自馬大会　　 2007年 6月 2, 3日　　於　三木ホースランドパーク

• 女子障害飛越競技 B （全 10選手）
1 鶴園 　悠 月景 関学大 –0 69”64
2 山口 枝美 甲凜 甲南大 –2 79”66
3 睦門 麻衣 杉奏 大阪市大 –4 66”99
4 細川 佳代 涼雅 立命館大 –4 68”68
5 内見 紘子 杉嶺 大阪市大 –4 70”15
6 井上 直子 月善 関学大 –8 70”85
7 水野 亜優美 浪倭 大阪府大 –17 108”45
8 磯井 奈美 シェアト 京産大 –25 123”07
　

• 女子障害飛越競技 A （全 13選手）
1 平原 枝里香 ペリエ・イー 大阪体大 –0, J.O. –0 44”99
2 樋口 理恵 ミルクディッパー 京産大 –0, J.O. –1 52”04
3 西脇 万美子 月葵 関学大 –4 66”36
4 平原 枝里香 トレモロ 大阪体大 –4 68”44
5 柴田 玲奈 月景 関学大 –4 72”44
6 伊原 果矢 浪聖 大阪府大 –4 76”92
7 荻原 麻里 千将 関西大 –4 80”83
8 柿崎 成美 杉奏 大阪市大 –8 79”26
9 八木 紘子 コルネ 立命館大 –10 86”77
10 安藤 夢美香 月善 関学大 –12 78”69
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• 女子馬場馬術競技 A （全 15選手）
1 平原 枝里香 ジーオー・ギャラン 大阪体大 60.757%
2 平原 枝里香 トレモロ 大阪体大 58.939%
3 神農 由希子 祇園 立命館大 57.878%
4 宮下 響子 銀笛 立命館大 54.848%
5 坂下 奈津美 浪聖 大阪府大 54.242%
6 樋口 理恵 ヴェルダンディ 京産大 53.484%
7 明石 佳子 甲蓮 甲南大 52.878%
8 伊原 果矢 浪聖 大阪府大 51.212%
9 山口 枝美 甲凛 甲南大 51.060%
10 鵜飼 さやか トリックスター 立命館大 49.393%

• 女子馬場馬術競技 B （全 13選手）
1 細川 佳代 トリックスター 立命館大 60.588%
2 八木 紘子 祇園 立命館大 60.392%
3 緒方 日佳瑠 ヴェルダンディ 京産大 54.705%
4 後藤 眞璃子 杉幟 大阪市大 53.333%
5 坪山 紀子 鞠小路 京都大 52.941%
6 平田 紅梨子 センテニアルウィル 京都大 52.941%
7 内見 紘子 杉翔 大阪市大 52.745%
8 井上 　文 京楓 京都大 52.745%
9 寺本 香織 浪扇 大阪府大 52.352%
10 睦門 麻衣 杉奏 大阪市大 50.588%

＊ 5，6位および 7，8位は日馬連規定により順位確定

• 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 立命館大学 32点
2 大阪体育大学 20点
3 関西学院大学 19点
4 京都産業大学 15点
5 大阪市立大学 12点
6 甲南大学 8点

6. 第 42回 関西学生障害馬術大会　　 2007年 7月 15, 16日　　於　三木ホースランドパーク

• 標準中障害飛越競技 （全 36選手）
1 藤熊 志保 シルバープラネット 同志社大 –4, J.O. –0
2 藤原 　諒 トムボーラ 同志社大 –4, J.O. –4
3 熊倉 健司 月緑 関学大 –4, J.O. –8
4 平原 枝里香 ジャスコテティ 大阪体大 –5
5 有吉 　隆 プログレス 関西大 –8 151”18
6 中谷 彩夏 バーデン・バーデン 関西大 –8 166”91

• 団体成績 （表彰は 3位まで）
1 関西大学 –20
2 同志社大学 –48
3 関西学院大学 –63

• 日本農産からの賞 (標準中障害飛越競技出場人馬から選考)

最優秀賞 藤熊 志保 シルバープラネット 同志社大
殊勲賞 西脇 万美子 月母衣 関学大
功労賞 平原 枝里香 ジャスコテティ 大阪体大
特別賞 柴原 将平 千将 関西大

7. 第 42回 関西学生馬場馬術大会　　 2007年 7月 15, 16日　　於　三木ホースランドパーク

• セントジョージ賞典馬場馬術競技 （全 15選手）
1 松田 有加 月夢 関学大 56.900%
2 平原 枝里香 ジーオー・ギャラン 大阪体大 55.300%
3 八木 紘子 鴨川 立命館大 53.050%
4 古峨 淳明 月皚 関学大 52.400%
5 大竹 弘晃 千蘭 関西大 52.150%
6 神農 由希子 祇園 立命館大 51.500%
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• 団体成績 （表彰は 3位まで）
1 関西学院大学 3089点
2 立命館大学 3067点
3 甲南大学 1891点

• 日本農産からの賞 (セントジョージ賞典馬場馬術競技出場人馬から選考)

最優秀賞 松田 有加 月夢 関学大
殊勲賞 八木 紘子 鴨川 立命大
功労賞 古峨 淳明 月皚 関学大
特別賞 鵜飼 さやか トリックスター 立命館大

• 関西学生馬場馬術競技 A （全 15選手）
1 西脇 万美子 月駒 関学大　 56.868%
2 近藤 仁美 月汐 関学大 55.555%
3 西野 嵩啓 京楓 京都大 55.252%
4 小川 慶朗 月汐 関学大 54.747%
5 近藤 仁美 月皚 関学大 54.040%
6 山浦 規子 月鷹 関学大 52.828%

• 関西学生馬場馬術競技 B （全 28選手）
1 坂下 奈津美 浪聖 大阪府大 55.606%
2 安藤 　智 月鷹 関学大 54.090%
3 矢埜 一仁 月汐 関学大 53.636%
4 五明 堅一 凌秀 神戸大 53.484%
5 前田 達哉 浪扇 大阪府大 53.333%
6 村田 亜沙美 月雪 関学大 53.181%

8. 第 45回 関西学生馬術選手権大会　　馬インフルエンザの影響で中止

9. 第 43回 関西学生馬術女子選手権大会　　馬インフルエンザの影響で中止

10. 第 28回 学生馬術東西対抗競技会　　 2007年 11月 24日　　於　馬事公苑

• 障害飛越競技
関東チーム 関西チーム
松田 和子 成蹊大 ×　○ 笠原 太朗 同志社大
西脇 文泰 明治大 ○　× 宇佐見 和重 京産大
飯島 啓介 日本大 ○　× 中谷 彩夏 関西大
松本 　務 専修大 ○　× 稲川 慧悟 立命館大
田口 智也 早稲田大 ○　× 野島 　梓 甲南大
神山 四季太 中央大 ○　× 片山 　篤 関西大
鶴林 　舞 ∗ 専修大 ○　× 近藤 仁美 関学大
遠藤 奏介 東京農大 ○　× 熊倉 健司 関学大
7勝 1敗 ○　× 1勝 7敗

∗: あめかんむりに鶴

11. 第 32回 関西学生女子複合馬術大会　　 2007年 12月 24日　　於　関西大学

• 女子複合馬術競技 A （全 15選手）
1 中谷 彩夏 クラスター 関西大 –63.8
2 西脇 万美子 月雅 関学大 –64.5
3 藤熊 志保 シルバープラネット 同志社大 –65.7
4 荻原 麻里 千嵐 関西大 –66.8
5 中谷 彩夏 千龍 関西大 –69.5
6 八木 紘子 アラ・モアナ 立命館大 –72.8

• 団体成績 （表彰は 3位まで）
1 関西大学 –130.6
2 同志社大学 –139.5
3 関西学院大学 –163.8

• 女子複合馬術競技 B （全 12選手）
1 山田 みな 月景 関学大 –64.7
2 鶴園 　悠 月翼 関学大 –67.6
3 井上 春奈 浪倭 大阪府大 –70.8
4 山本 恵理子 千姫 関西大 –74.4
5 難波 恵美 千姫 関西大 –77.1
6 佐藤 美由紀 フルハウス 同志社大 –77.6
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3 平成19年度表彰
1. 優秀団体

1 関西学院大学 49P
2 関西大学 48P
3 立命館大学 28P

2. 三大大会優秀団体
1 関西大学　　 21P

3. 優秀選手
1 平原 枝里香 大阪体大 42P
2 有吉 　隆 関西大 40P
3 中谷 彩夏 関西大 34P
4 藤熊 志保 同志社大 32P
4 八木 紘子 立命館大 32P
6 松田 有加 関学大 28P

4. 優秀女子選手
1 平原 枝里香 大阪体大 24P
2 西脇 万美子 関学大 18P
3 中谷 彩夏 関西大 12P
3 樋口 理恵 京産大 12P

5. 優秀馬匹
1 シルバープラネット 同志社大 40P
2 千龍 関西大 35P
3 鴨川 立命館大 32P
4 月夢 関学大 28P
5 ジーオー・ギャラン 大阪体大 27P
6 プログレス 関西大 25P
6 トムボーラ 同志社大 25P

6. 特別賞
(個人)
中谷 彩夏 関西大 第 57回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 1位入賞　乗馬: バーデン・バーデン
平原 枝里香 大阪体大 第 57回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 3位入賞　乗馬: ジャスコテティ

第 43回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 7位入賞
荻原 麻里 関西大 第 57回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 4位入賞　乗馬: ベルナデッタ
野島 　梓 甲南大 第 57回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 7位入賞　乗馬: セルサス・マチルダ

第 43回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 2位入賞
藤熊 志保 同志社大 第 57回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 11位入賞 乗馬: シルバープラネット
斉藤 正一郎 関西大 第 57回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 12位入賞 乗馬: 千富士
片山 　篤 関西大 第 57回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 15位入賞 乗馬: アステリクス

第 50回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 14位入賞 乗馬: ロワドゥヴォルドウ
藤原 　諒 同志社大 第 57回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 16位入賞 乗馬: トムボーラ
熊倉 健司 関学大 第 57回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 23位入賞 乗馬: 月緑

第 50回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 6位入賞　乗馬: 月緑
松田 有加 関学大 第 50回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　 6位入賞　乗馬: 月夢

(団体)
関西大学 第 57回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体 1位
同志社大学 第 57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 50回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　団体 6位

7. 功労賞
井上 賢一 京都大 平成 19年度幹事長・平成 19年度会計委員
小山 康介 京産大 平成 19年度全日本学生馬術連盟副幹事長
鵜飼 さやか 立命館大 平成 19年度女子幹事長・平成 19年度放送委員
中村 　薫 (故人) 審判、上訴委員等関西学馬連に多大な貢献

8. 功労馬
月皚 関学大
月母衣 関学大
アポイリージ 京都大
グローバルマインド 京都大
鴨川 立命館大
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