
1 平成20年度事業報告
3月 2日　第 1回幹事会（大阪乗馬協会）
3月23日　第 1回理事会（ホテルサンルート梅田）
4月 6日　第 2回幹事会（京都大学）
5月 4日　第 2回理事会（三木ホースランドパーク）
5月15日　第 3回幹事会（大阪市立大学）
7月20日　関西学生監督会議（三木ホースランドパーク）
7月20日　第 3回理事会（三木ホースランドパーク）
7月20日　日本農産飼料講習会（三木ホースランドパーク）
8月 4日　第 4回幹事会（大阪市立大学）
8月 9日　日本馬術連盟主催馬術講習会（関西学院大学）[8/9, 10]
9月 7日　第 4回理事会（大阪乗馬協会）
1月17日　第 5回理事会（ホテルサンルート梅田）
2月11日　第 6回理事会（ホテルサンルート梅田）
2月11日　平成 20年度定例総会（ホテルサンルート梅田）

2 平成20年度競技会成績
1. 第 2回 関西学生馬術スプリングトライ　　 2008年 3月 3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 網　 優作 浪倭 大阪府大 –0 49”73
2 橋本 達人 月景 関学大 –1 47”27
3 松田 有加 月善 関学大 –1.5 46”53
4 位田 太弥 プレシャスメモリー 甲南大 –1.5 46”26
5 平田 紅梨子 鞠小路 京都大 –3 43”17
6 中田 裕也 甲蓮 甲南大 –3.5 42”15
7 小川 瑠衣 凌秀 神戸大 –4 51”15
8 石田 亨太朗 コルネ 立命館大 –4 41”68
9 西野 晃司 月瑤 関学大 –4.5 40”93
10 権籐 由佳梨 甲蓮 甲南大 –4.5 40”25

＊ (規定時間 −5)秒未満は 1秒につき 0.5点の早着減点

• Lクラス障害飛越競技 C （全 29選手 (Open 14選手)）
1 忽滑谷 諒子 月善 関学大 –0 50”56
2 古澤 尚子 月善 関学大 –0 51”87
3 中田 裕也 甲蓮 甲南大 –0 52”98
4 緒方 日佳瑠 ミルクディッパー 京産大 –1 58”21
5 富家 嘉顕 浪豊 大阪府大 –1 48”00
6 枡田 康佑 フルフル 京産大 –1.5 47”92
7 大庭 拓真 浪聖 大阪府大 –3 63”36
8 平田 紅梨子 鞠小路 京都大 –6 45”81
9 小林 　馨 ジアース 京産大 –7 64”92
10 石口 勇輝 凌秀 神戸大 –8 41”81

＊ (規定時間 −5)秒未満は 1秒につき 0.5点の早着減点

• Lクラス障害飛越競技 A （全 20選手 (Open 2選手)）
1 稲川 慧悟 アラ・モアナ 立命館大 –0 44”44
2 西脇 万美子 月汐 関学大 –0 47”02
3 辻本 康平 月母衣 関学大 –0 48”96
4 伊原 果矢 浪聖 大阪府大 –0 49”91
5 可児 太志 浪翔 大阪府大 –0 49”99
6 柴原 将平 千将 関西大 –0 50”41
7 藤室 拓人 龍飛 立命館大 –0 50”54
8 池川 雄亮 浪豊 大阪府大 –0 51”23
9 鶴園 　悠 月翼 関学大 –0 51”56
10 大瀬戸 　慎 甲英 甲南大 –4 42”60
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• ノービス馬場馬術競技 （全 25選手 (Open 2選手)）
1 寺本 香織 雪浪 大阪府大 56.863%
2 田島 和忠 千豪 関西大 55.490%
3 忽滑谷 諒子 月若葉 関学大 53.529%
4 石口 勇輝 凌耀 神戸大 53.333%
5 荒木 のりこ アポイリージ 京都大 53.137%
6 権藤 由佳梨 甲蓮 甲南大 52.157%
7 藤原 絵梨 浪扇 大阪府大 51.765%
8 定平 幸子 浪扇 大阪府大 51.765%
9 位田 大弥 プレシャスメモリー 甲南大 51.373%
10 中田 裕也 プレシャスメモリー 甲南大 51.373%

＊ 7，8位および 9, 10位は日馬連規定により順位確定

2. 第 43回 全関西学生馬術大会　　 2008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 20選手）
1 松田 有加 月夢 関学大 60.505%
2 三木 翔一朗 月嵐 関学大 59.696%
3 八木 紘子 龍舞 立命館大 57.878%
4 片山 　篤 千蘭 関西大 57.474%
5 古峨 淳明 月駒 関学大 55.555%
6 門　 美真理 グローリアス ゲイト 甲南大 54.646%

• Lクラス障害飛越競技 A （全 66選手、17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 48”77
2 藤熊 志保 シルバープラネット 同志社大 –0 49”57
3 中谷 彩夏 バーデン・バーデン 関西大 –0 50”40

4 片山 　篤 ロワドゥヴォルドウ 関西大 –0 50”74
5 柴原 将平 千駿 関西大 –0 51”68
6 辻本 康平 月母衣 関学大 –0 52”19

団体 （チーム内の完走上位 3頭の成績による）
1 関西大学 D –0 150”85
2 関西大学 A –0 165”89
3 関西学院大学 A –0 166”72
4 同志社大学 A –0 167”53
5 関西大学 C –0 177”39
6 関西大学 B –4 188”86

• ヤングライダー馬場馬術競技 （全 6選手）
1 松田 有加 月夢 関学大 58.796%
2 三木 翔一朗 月嵐 関学大 57.407%
3 門　 美真理 グローリアス ゲイト 甲南大 55.277%
4 片山 　篤 千蘭 関西大 55.000%
5 八木 紘子 龍舞 立命館大 54.351%
6 古峨 淳明 月駒 関学大 52.222%

• Mクラス障害飛越競技 D （全 29選手 (Open 1選手)）
1 西尾 　梓 セレス 関西大　 –0, J.O. –0 34”11
2 辻本 康平 月母衣 関学大 –0, J.O. –0 35”66
3 植木 弘徳 ウッシィー 関西大 –0, J.O. –0 36”88
4 中谷 彩夏 千嵐 関西大 –0, J.O. –4 37”13
5 中谷 彩夏 千龍 関西大 –0, J.O. –4 41”81
6 斉藤 正一郎 千姫 関西大 –0, J.O. –8 37”93

• Mクラス障害飛越競技 C （全 28選手 (Open 2選手)）
1 片山 　篤 アステリクス 関西大 –0, J.O. –0 35”51
2 藤熊 志保 シルバープラネット 同志社大 –0, J.O. –0 37”57
3 篠原 世憲 ミルクディッパー 京産大 –0, J.O. –0 38”67
4 柴原 将平 千将 関西大 –0, J.O. –3 47”93
5 中谷 彩夏 バーデン・バーデン 関西大 –0, J.O. –4 38”59
6 柴原 将平 千駿 関西大 –0, J.O. –8 41”78
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• 複合馬術競技 （全 28選手）
1 三木 翔一朗 月緑 関学大 –63.1 (J –0, D –63.1)
2 藤熊 志保 シルバープラネット 同志社大 –65.0 (J –0, D –65.0)
3 中谷 彩夏 クラスター 関西大 –66.4 (J –0, D –66.4)
4 西脇 万美子 月陽 関学大 –67.0 (J –0, D –67.0)
5 柳瀬 　類 エスト・エスト 甲南大 –69.7 (J –0, D –69.7)
6 中谷 彩夏 千龍 関西大 –70.6 (J –0, D –70.6)

• Mクラス障害飛越競技 B・I（公認） （全 16選手）
1 有吉 　隆 プログレス 関西大 –0 63”39
2 藤熊 志保 シルバープラネット 同志社大 –4 66”39
3 中谷 彩夏 千嵐 関西大 –4 69”79
4 藤原 　諒 トムボーラ 同志社大 –4 70”27
5 中谷 彩夏 バーデン・バーデン 関西大 –8 71”09
6 西脇 万美子 月陽 関学大 –8 71”22

• Mクラス障害飛越競技 B （全 22選手）
1 有吉 　隆 プログレス 関西大 –0, J.O. –4 36”85
2 篠原 世憲 ミルクディッパー 京産大 –0, J.O. –8 38”39
3 藤熊 志保 シルバープラネット 同志社大 –4 66”39
4 中谷 彩夏 千嵐 関西大 –4 69”79
5 藤原 　諒 トムボーラ 同志社大 –4 70”27
6 中谷 彩夏 バーデン・バーデン 関西大 –8 71”09

• Lクラス障害飛越競技 B （全 28選手）
1 富家 嘉顕 浪聖 大阪府大 –0 51”16
2 梅崎 慎太郎 月葵 関学大 –0 55”48
3 柿崎 成美 杉岬 大阪市大 –0 59”42
4 富家 嘉顕 浪翠 大阪府大 –0 60”20
5 谷畑 雄太 月翼 関学大 –0 61”53
6 葛西 芙実子 月母衣 関学大 –0 63”35

• 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 75点
2 関西学院大学 75点
3 同志社大学 29点
4 京都産業大学 14点
5 大阪体育大学 9点
6 甲南大学 8点
＊ 1, 2位は大会規定により決定

3. 第 39回 関西学生新人馬術大会　　 2008年 5月 5, 7日　　於　三木ホースランドパーク

• 新人馬場馬術競技 （全 42選手）
1 橋本 達人 月若葉 関学大 57.483%
2 田中 亮太 レプス 京産大 57.647%
3 田中 志穂 リンクス 京産大 57.647%
4 小西 望央 フルハウス 同志社大 57.058%
5 濱岡 　俊 月鷹 関学大 56.666%
6 小川 瑠衣 フラワーイチ 神戸大 55.686%
7 前田 陽平 リンクス 京産大 54.901%
8 古澤 尚子 月若葉 関学大 54.509%
9 忽滑谷 諒子 月鷹 関学大 54.313%
10 石口 勇輝 凌秀 神戸大 54.313%

＊ 2, 3位および 9, 10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 京都産業大学 40点
2 関西学院大学 34点
3 同志社大学 16点
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• 新人障害飛越競技 （全 36選手）
1 田中 志穂 ミルクディッパー 京産大 –0, J.O. –0 33”01
2 田島 和忠 千花 関西大 –0, J.O. –0 33”49
3 森本 真司 龍飛 立命館大 –0, J.O. –0 34”71
4 田中 亮太 フルフル 京産大 –0, J.O. –4 32”48
5 青山 純也 ヒシマジェスティ 同志社大 –0, J.O. –4 38”86
6 定平 幸子 浪聖 大阪府大 –0, J.O. –4 39”53
7 宮口 智至 アバンタージュ 近畿大 –0, J.O. –9 44”17
8 濱岡 　俊 月景 関学大 –0, J.O. –13 44”81
9 市場 友貴 月景 関学大 –0, J.O. –16 47”02
10 網　 優作 浪豊 大阪府大 –0, J.O. E

• 障害団体成績 （表彰は 3位まで）
1 京都産業大学 32点
2 大阪府立大学 20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 京都産業大学 順位合計 2
2 同志社大学 順位合計 6
3 関西学院大学 順位合計 7

4 大阪府立大学 順位合計 8
5 立命館大学 順位合計 8

＊ 4, 5位は大会規定により決定

4. 第 51回 関西学生総合馬術大会　　 2008年 6月 14, 15日　　於　三木ホースランドパーク

• 総合馬術競技 （全 19選手）
1 柳瀬 　類 エスト・エスト 甲南大　 –61.5
2 佐棟 健太 月翼 関学大 –68.6
3 有吉 　隆 ウッシィー 関西大 –77.9
4 中谷 彩夏 千龍 関西大 –80.4
5 斉藤 正一郎 千姫 関西大 –87.8
6 柴原 将平 千将 関西大 –92.6

• 団体成績
1 関西大学 –246.1
2 関西学院大学 –315.0
3 京都大学 –2121.4

5. 第 40回 関西学生女子自馬大会　　 2008年 6月 14, 15日　　於　三木ホースランドパーク

• 女子障害飛越競技 B （全 16選手）
1 佐伯 　藍 月昴 関学大 –0 60”05
2 山田 みな 月景 関学大 –0 67”31
3 松田 　彩 杉疾風 大阪市大 –0 73”04
4 平田 紅梨子 鞠小路 京都大 –1 78”06
5 難波 恵美 千姫 関西大 –4 51”53
6 藤原 絵梨 浪聖 大阪府大 –4 62”36
7 忽滑谷 諒子 月善 関学大 –8 70”10
8 磯井 奈美 ミルクディッパー 京産大 –8 89”55
9 古澤 尚子 月善 関学大 –10 82”51
10 田中 志穂 リンクス 京産大 –11 86”33

• 女子障害飛越競技 A （全 12選手）
1 柿崎 成美 杉岬 大阪市大 –0, J.O. –0 40”08
2 樋口 理恵 デルフィナス 京産大 –0, J.O. –0 45”73
3 伊原 果矢 浪聖 大阪府大 –0, J.O. –4 43”48
4 葛西 芙実子 月景 関学大 –0, J.O. –4 44”93
5 中谷 彩夏 千輝 関西大 –4 67”34
6 西脇 万美子 月陽 関学大 –4 67”88
7 鶴園 　悠 月景 関学大 –4 71”61
8 柿崎 成美 杉奏 大阪市大 –8 71”52
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• 女子馬場馬術競技 A （全 19選手）
1 松田 有加 月夢 関学大 61.212%
2 中谷 彩夏 千蘭 関西大 58.030%
3 西脇 万美子 月駒 関学大 57.878%
4 和田 智子 月嵐 関学大 56.363%
5 鶴園 　悠 月鷹 関学大 54.090%
6 佐藤 　遥 月若葉 関学大 53.787%
7 平田 紅梨子 京葵 京都大 53.636%
8 葛西 芙実子 月鷹 関学大 53.181%
9 北野 　恵 月若葉 関学大 53.030%
10 和田 智子 月葵 関学大 52.121%

• 女子馬場馬術競技 B （全 25選手）
1 古澤 尚子 月葵 関学大 59.803%
2 忽滑谷 諒子 月鷹 関学大 58.627%
3 田中 志穂 リンクス 京産大 58.431%
4 小川 瑠衣 フラワーイチ 神戸大 58.431%
5 濱田 幸乃 月若葉 関学大 56.470%
6 権藤 由佳梨 甲蓮 甲南大 55.882%
7 佐伯 　藍 月昴 関学大 55.882%
8 藤原 絵梨 浪聖 大阪府大 55.686%
9 須内 菜穂子 月大和 関学大 55.294%
10 前村 仁美 月若葉 関学大 54.705%

＊ 3，4位および 6，7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 関西学院大学 66点
2 大阪市立大学 16点
3 京都産業大学 14点
4 関西大学 12点
5 大阪府立大学 7点
6 京都大学 4点
6 神戸大学 4点

6. 第 1回 北日本学生馬術連盟招待試合　　 2008年 6月 17日　　於　ノーザンホースパーク

• 障害飛越競技
No. 選手名 チーム・大学 学年 馬匹名 減点 タイム
1. 神田 彩子 (北 A・帯畜大 4) マキシマムプレイズ 0 68”67
2. 片山 　篤 (関・関西大 4) 北閃 8.5 59”00
3. 川上 裕司 (北 B・岩手大 4) 柏蒼 17 77”28
4. 谷口 善彦 (北 A・北海道大 4) 柏咲 6.5 63”54
5. 西尾 　梓 (関・関西大 2) 柏桜 500 (3反抗)
6. 藤野 玄大 (北 B・弘前大 3) マキシマムプレイズ 11 76”85
7. 檜森 高史 (北 A・帯畜大 4) 北閃 1 64”75
8. 篠原 世憲 (関・京産大 3) 柏蒼 10 68”11
9. 南川 慶太 (北 B・酪農大 3) 柏咲 30 75”20
10. 池端 裕介 (北 A・岩手大 4) 柏桜 20 69”72
11. 中谷 彩夏 (関・関西大 4) マキシマムプレイズ 5 68”17
12. 大塚 健史 (北 B・帯畜大 4) 北閃 6 71”67
13. 有吉 　隆 (関・関西大 2) 柏咲 0 68”24
14. 中居 功貴 (北 B・東北学院大 2) 柏桜 53 78”89
15. 小笠原 佳大 (北 A・帯畜大 4) 柏蒼 5.5 66”04

＜馬匹所属＞
マキシマムプレイズ: 酪農学園大, 北閃: 北海道大, 柏蒼・柏咲・柏桜: 帯広畜産大

• 団体成績
1 北日本学生選抜 A –33
2 北日本学生選抜 B –117
3 関西学生選抜 –523.5

• 最優秀選手
有吉 　隆 (関西学生選抜・関西大 2)
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7. 第 43回 関西学生障害馬術大会　　 2008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 38選手）
1 中谷 彩夏 バーデン・バーデン 関西大 –0
2 藤熊 志保 シルバープラネット 同志社大 –4 171”54
3 藤原 　諒 トムボーラ 同志社大 –4 180”74
4 有吉 　隆 プログレス 関西大 –5
5 可児 太志 浪翔 大阪府大 –8 169”22
6 三木 翔一朗 月緑 関学大 –8 174”08

• 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 –14
2 同志社大学 –20
3 関西学院大学 –36

4 京都産業大学 –1044
5 大阪府立大学 –1080
6 立命館大学 –1548

8. 第 43回 関西学生馬場馬術大会　　 2008年 7月 20, 21日　　於　三木ホースランドパーク

• ヤングライダー馬場馬術競技 （全 21選手）
1 松田 有加 月夢 関学大 59.722%
2 三木 翔一朗 月嵐 関学大 59.500%
3 片山 　篤 千蘭 関西大 59.222%
4 藤熊 志保 ジョシュア 同志社大 57.500%
5 八木 紘子 龍舞 立命館大 55.166%
5 古峨 淳明 月駒 関学大 55.166%

＊ 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 関西学院大学 3139点
2 立命館大学 2858点
3 京都産業大学 2546点

• 関西学生馬場馬術競技 A （全 12選手 (Open 1選手)）
1 中谷 彩夏 千蘭 関西大 56.969%
2 鶴園 　悠 月鷹 関学大 55.959%
3 細川 佳代 エスピオン 立命館大 55.656%
4 和田 智子 月汐 関学大 54.444%
5 北野 　恵 月若葉 関学大 52.929%
5 高辻 賢寛 京楓 京都大 52.929%

＊ 5位は日馬連規定により同順位

• 関西学生馬場馬術競技 B （全 19選手）
1 谷畑 雄太 月鷹 関学大 57.878%
2 伊原 果矢 浪聖 大阪府大 57.121%
3 濱岡 　俊 月汐 関学大 54.242%
4 市場 友貴 月葵 関学大 53.181%
5 高田 展充 京葵 京都大 52.575%
6 深田 邦裕 月若葉 関学大 52.575%

＊ 5, 6位は日馬連規定により順位確定

9. 第 33回 関西学生女子複合馬術大会　　 2008年 9月 6, 7日　　於　大阪乗馬協会

• 女子複合馬術競技 A （全 14選手）
1 西脇 万美子 月汐 関学大 –60.2
2 中谷 彩夏 クラスター 関西大 –63.4
3 西尾 　梓 千駿 関西大 –66.1
4 中谷 彩夏 千嵐 関西大 –70.6
5 樋口 理恵 デルフィナス 京産大 –71.3
6 北野 　恵 月母衣 関学大 –75.2

• 団体成績 （表彰は 3位まで）
1 関西大学 –129.5
2 関西学院大学 –135.4
3 大阪府立大学 –207.9
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• 女子複合馬術競技 B （全 16選手）
1 葛西 芙実子 月景 関学大 –62.9
2 小西 望央 フルハウス 同志社大 –65.5
3 吉見 　梓 フルハウス 同志社大 –66.4
4 寺本 香織 浪倭 大阪府大 –70.6
5 緒方 日佳瑠 ミルクディッパー 京産大 –70.8
6 難波 恵美 千姫 関西大 –74.0

10. 第 46回 関西学生馬術選手権大会　　 2008年 9月 6, 7日　　於　大阪乗馬協会

• 選手権競技 （全 26選手）
1 稲川 慧悟 立命館大
2 三木 翔一朗 関学大
3 斉藤 正一郎 関西大
4 宮司 　亮 京産大
5 片山 　篤 関西大
6 笠原 太朗 同志社大

11. 第 44回 関西学生馬術女子選手権大会　　 2008年 9月 6, 7日　　於　大阪乗馬協会

• 女子選手権競技 （全 17選手）
1 西脇 万美子 関学大
2 中谷 彩夏 関西大
3 藤熊 志保 同志社大
4 松田 有加 関学大
5 門　 美真理 甲南大
6 伊原 果矢 大阪府大

12. 第 29回 学生馬術東西対抗競技会　　中止

3 平成20年度表彰
1. 優秀団体

1 関西学院大学 60P
2 関西大学 51P
3 京都産業大学 33P

2. 三大大会優秀団体
1 関西学院大学 25P

3. 優秀選手
1 中谷 彩夏 関西大 68.5P
2 三木 翔一朗 関学大 65P
3 藤熊 志保 同志社大 64P
4 松田 有加 関学大 46.5P
5 片山 　篤 関西大 45P
6 有吉 　隆 関西大 33P

4. 優秀女子選手
1 西脇 万美子 関学大 40P
2 中谷 彩夏 関西大 39P
3 松田 有加 関学大 21P

5. 優秀馬匹
1 月夢 関学大 54P
2 シルバープラネット 同志社大 49P
3 千蘭 関西大 42P
4 月嵐 関学大 41P
5 バーデン・バーデン 関西大 26P
5 ミルクディッパー 京産大 26P
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6. 特別賞
(個人)
中谷 彩夏 関西大 第 58回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 4位入賞　乗馬: バーデン・バーデン

第 51回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 16位入賞 乗馬: 千龍
第 44回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 6位入賞

藤熊 志保 同志社大 第 58回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 7位入賞　乗馬: シルバープラネット
第 51回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　 8位入賞　乗馬: ジョシュア

三木 翔一朗 関学大 第 58回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 8位入賞　乗馬: 月緑
片山 　篤 関西大 第 58回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 10位入賞 乗馬: アステリクス
有吉 　隆 関西大 第 51回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 10位入賞 乗馬: ウッシィー
斉藤 正一郎 関西大 第 58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
柴原 将平 関西大 第 58回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 15位入賞 乗馬: 千駿
横江 拓人 大阪市大 第 58回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 22位入賞 乗馬: 杉翼

(団体)
関西大学 第 58回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体 1位

第 51回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　団体 5位

7. 功労賞
新垣 恒則 神戸大 OB 平成 16～19年度理事長
大野 正樹 同志社大 平成 20年度幹事長
田村 長之 京都大 平成 20年度全日本学生馬術連盟副幹事長・平成 20年度総務委員
野口 昌美 大阪市大 平成 20年度競技委員
松田 　彩 大阪市大 平成 20年度女子幹事長・平成 20年度一般記録委員

8. 功労馬
シルバープラネット 同志社大
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