
1 平成21年度事業報告
3月19日　第 1回幹事会（大阪乗馬協会）
3月20日　第 1回理事会（大阪乗馬協会）
5月 3日　第 2回理事会（三木ホースランドパーク）
7月 5日　第 2回幹事会（関西学院大学）
7月18日　第 3回理事会（ホテルサンルート梅田）
8月29日　日本農産飼料講習会（三木ホースランドパーク）
9月 6日　第 4回理事会（ホテルサンルート梅田）
9月23日　第 5回理事会（大阪乗馬協会）

11月18日　第 3回幹事会（京都大学）
11月29日　第 6回理事会（ホテルサンルート梅田）
2月 1日　第 4回幹事会（大阪市立大学）
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 21年度定例総会（ホテルサンルート梅田）

2 平成21年度競技会成績
1. 第 3回 関西学生馬術スプリングトライ　　 2009年 3月 20日　　於　大阪乗馬協会

• ノービス障害飛越競技 （全 26選手 (Open 4選手)）
1 益井 博史 凌翼 神戸大 –0 38”44
2 岩崎 可那 ヒシマジェスティー 同志社大 –0 38”80
3 植原 嘉都 フルハウス 同志社大 –0 40”38
4 宿野部 誉時 ヒシマジェスティー 同志社大 –0 40”64
5 木戸 佑侑子 アルバトロス 同志社大 –0 41”15
6 舟邊 隆樹 凌翼 神戸大 –1 42”49
7 徳本 順子 凌秀 神戸大 –1 42”70
8 灰原 幸介 キャンティー 同志社大 –1 43”71
9 舟邊 隆樹 凌銀 神戸大 –1 45”56
10 劉　 辰女 浪若葉 大阪府大 –1 45”58

• Lクラス障害飛越競技 C （全 29選手 (Open 6選手)）
1 大南 慎一郎 リンクス 京産大 –0 34”43
2 小西 望央 キャンティー 同志社大 –0 37”86
3 八木 仁志 月葵 関学大 –1 39”14
4 中山 友里恵 月景 関学大 –1 39”50
5 柏屋 大樹 千輝 関西大 –1 39”66
6 川勝 章弘 杉景 大阪市大 –1 39”89
7 川嶌 英之 凌銀 神戸大 –1 39”95
8 安部 あゆみ 月景 関学大 –1 40”50
9 吉見 　梓 フルハウス 同志社大 –1 41”96
10 森本 あや 月颯 関学大 –1 42”23

• Lクラス障害飛越競技 A （全 17選手 (Open 1選手)）
1 西脇 万美子 月汐 関学大 –0 45”74
2 水野 亜優美 浪豊 大阪府大 –0 46”37
3 川嶌 英之 凌銀 神戸大 –0 51”69
4 濱岡 　俊 月墨 関学大 –0 52”70
5 金田 和久 アルバトロス 同志社大 –1 53”13
6 佐伯 　藍 月昴 関学大 –1 54”98
7 可児 太志 浪旋風 大阪府大 –1 55”15
8 石口 勇輝 凌秀 神戸大 –1 55”68
9 大庭 拓真 浪聖 大阪府大 –4 48”02
10 松田 有加 月善 関学大 –8 51”57

• ノービス馬場馬術競技 A （全 14選手）
1 伊藤 大希 月若葉 関学大 59.117%
2 桾沢 佳代 月鷹 関学大 58.235%
3 宇山 俊貴 月鷹 関学大 54.999%
4 加藤 奈々 ジュリアス 同志社大 54.705%
5 桐木 寛典 月若葉 関学大 51.764%
6 高崎 　瞳 雪浪 大阪府大 51.470%

＊ 1回生対象
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• ノービス馬場馬術競技 B （全 21選手）
1 今西 香絵 浪聖 大阪府大 58.529%
2 後藤 眞璃子 杉幟 大阪市大 57.352%
3 石井 　知 浪桜 大阪府大 56.470%
4 藤原 絵梨 雪浪 大阪府大 55.882%
5 山崎 はるか 凌耀 神戸大 52.058%
6 渡辺 晃弘 千花 関西大 50.881%

＊ 2, 3回生対象

2. 第 44回 全関西学生馬術大会　　 2009年 5月 4, 5, 6日　　於　三木ホースランドパーク

• 学生賞典馬場馬術競技 （全 18選手）
1 古峨 淳明 月駒 関学大 60.979%
2 松田 有加 月夢 関学大 59.607%
3 稲川 慧悟 龍舞 立命館大 58.823%
4 三木 翔一朗 月嵐 関学大 58.431%
5 下谷田 　駿 龍牙 立命館大 53.627%
6 萩原 理裕 龍伯 立命館大 52.646%

• Lクラス障害飛越競技 A （全 65選手 (Open 1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 松波 智香 シルバープラネット 同志社大 –0 43”16
2 会田 麻央 ビットオブラック 関西大 –0 45”42
3 豊永 千帆 千輝 関西大 –0 46”55

4 橋本 達人 月母衣 関学大 –0 47”20
5 有吉 　隆 プログレス 関西大 –0 47”93
6 西尾 　梓 千富士 関西大 –0 47”98

団体 （チーム内の完走上位 3頭の成績による）
1 関西大学 B –4 140”11
2 関西大学 A –4 143”62
3 関西学院大学 A –4 147”57
4 京都産業大学 A –4 159”76
5 関西大学 D –4 165”71
6 関西大学 C –4 166”77

• Mクラス障害飛越競技 D （全 33選手 (Open 4選手)）
1 三木 翔一朗 月峰 関学大　 –0, J.O. –0 36”09
2 橋本 達人 月母衣 関学大 –0, J.O. –4 33”32
3 西脇 万美子 月汐 関学大 –0, J.O. –4 33”88
4 稲川 慧海 龍仙 立命館大 –0, J.O. –4 34”09
5 植木 弘徳 ウッシィー 関西大 –0, J.O. –4 34”94
6 有吉 　隆 千風 関西大 –0, J.O. –5 43”54

• Mクラス障害飛越競技 C （全 20選手 (Open 1選手)）
1 西尾 　梓 千富士 関西大 –0, J.O. –4 38”98
2 柴原 将平 バーデン・バーデン 関西大 –0, J.O. –4 39”71
3 豊永 千帆 セイル・ノルベルト 関西大 –0, J.O. –8 39”92
4 松波 智香 シルバープラネット 同志社大 –4 59”70
5 松波 智香 トムボーラ 同志社大 –4 60”22
6 有吉 　隆 プログレス 関西大 –4 64”68

• 複合馬術競技 （全 29選手）
1 会田 麻央 ビットオブラック 関西大 –56.4 (J –0, D –56.4)
2 柴原 将平 バーデン・バーデン 関西大 –61.2 (J –0, D –61.2)
3 西尾 　梓 クラスター 関西大 –66.9 (J –4, D –62.9)
4 柴原 将平 ロワドゥヴォルドウ 関西大 –67.3 (J –4, D –63.3)
5 有吉 　隆 プログレス 関西大 –68.1 (J –4, D –64.1)
6 西脇 万美子 月汐 関学大 –69.3 (J –12, D –57.3)

• Mクラス障害飛越競技 B・I（公認） （全 14選手）
1 西脇 万美子 月陽 関学大 –0 64”94
2 西尾 　梓 千富士 関西大 –4 66”12
3 柴原 将平 バーデン・バーデン 関西大 –4 66”92
4 稲川 慧悟 翔如 立命館大 –4 68”71
5 松波 智香 シルバープラネット 同志社大 –8 58”61
6 有吉 　隆 プログレス 関西大 –8 62”81
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• Mクラス障害飛越競技 B （全 16選手）
1 西脇 万美子 月陽 関学大 –0 64”94
2 西尾 　梓 千富士 関西大 –4 66”12
3 柴原 将平 バーデン・バーデン 関西大 –4 66”92
4 稲川 慧悟 翔如 立命館大 –4 68”71
5 橋本 達人 月母衣 関学大 –4 74”28
6 松波 智香 シルバープラネット 同志社大 –8 58”61

• Lクラス障害飛越競技 B （全 34選手）
1 石田 亨太朗 アラ・モアナ 立命館大 –0 42”47
2 古峨 淳明 月大和 関学大 –0 44”14
3 水口 貴士 ロワドゥヴォルドウ 関西大 –0 45”60
4 森本 あや 月景 関学大 –0 46”20
5 細川 佳代 龍仙 立命館大 –0 49”18
6 八木 春樹 アンチェインド 京都大 –0 49”26

• 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 82点
2 関西学院大学 73点
3 立命館大学 25点
4 同志社大学 5点
5 京都産業大学 4点
6 京都大学 1点

3. 第 40回 関西学生新人馬術大会　　 2009年 5月 5, 6日　　於　三木ホースランドパーク

• 新人馬場馬術競技 （全 46選手）
1 塩田 嶺明 センテニアルウィル 京都大 58.627%
2 舟邊 隆樹 凌秀 神戸大 58.235%
3 加藤 奈々 フルハウス 同志社大 57.646%
4 桐木 寛典 月若葉 関学大 57.646%
5 安部 あゆみ 月若葉 関学大 57.450%
6 秋山 沙絵 フルハウス 同志社大 57.450%
7 浅田 大輝 京葵 京都大 57.450%
8 中山 友里恵 月鷹 関学大 57.058%
9 松本 　彩 ヴァルゴ 京産大 57.058%
10 山崎 はるか プリンスパルズ D 神戸大 56.666%

＊ 3, 4位と 5～7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 京都大学 29点
2 関西学院大学 26点
3 神戸大学 25点
4 同志社大学 14点
5 京都産業大学 13点
6 大阪府立大学 3点

• 新人障害飛越競技 （全 47選手）
1 松本 　彩 ミルクディッパー 京産大 –0, J.O. –0 32”66
2 光橋 栄佳 アラ・モアナ 立命館大 –0, J.O. –0 35”43
3 岩崎 可那 ウェスタンホーク 同志社大 –0, J.O. –0 35”95
4 木戸 佑侑子 ウェスタンホーク 同志社大 –0, J.O. –0 37”52
5 シャルマ マークン アバンタージュ 近畿大 –0, J.O. –0 37”94
6 飯領田 千穂 ドン・ミラクル 近畿大 –0, J.O. –4 34”59
7 松浦 恵那 フルフル 京産大 –0, J.O. –4 42”50
8 川嶌 英之 凌銀 神戸大 –0, J.O. –5 43”53
9 高崎 　瞳 浪豊 大阪府大 –0, J.O. –6 44”47
10 柏屋 大樹 千花 関西大 –0, J.O. –7 45”18

• 障害団体成績 （表彰は 3位まで）
1 京都産業大学 34点
2 同志社大学 14点
3 大阪府立大学 11点
4 神戸大学 8点
5 関西大学 6点
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• 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 6
2 同志社大学 順位合計 6
3 神戸大学 順位合計 7

4 大阪府立大学 順位合計 9
5 関西大学 順位合計 12

＊ 1, 2位は大会規定により決定

4. 第 52回 関西学生総合馬術大会　　 2009年 6月 13, 14日　　於　三木ホースランドパーク

• 総合馬術競技 （全 18選手）
1 有吉 　隆 ウッシィー 関西大 –65.8
2 柴原 将平 ロワドゥヴォルドウ 関西大 –67.2
3 古峨 淳明 月雅 関学大 –70.0
4 植木 弘徳 千姫 関西大 –79.8
5 橋本 達人 月母衣 関学大 –82.0
6 西脇 万美子 月汐 関学大 –88.0

• 団体成績
1 関西大学 –212.8
2 関西学院大学 –240.0
3 立命館大学 –2110.7

5. 第 41回 関西学生女子自馬大会　　 2009年 6月 13, 14日　　於　三木ホースランドパーク

• 女子障害飛越競技 B （全 32選手）
1 安部 あゆみ 月景 関学大 –0 49”40
2 岡田 里華子 アルシャイン II 京産大 –0 52”49
3 竹本 一恵 浪聖 大阪府大 –0 52”93
4 藤原 絵梨 浪豊 大阪府大 –0 55”91
5 松本 　彩 アルシャイン II 京産大 –0 56”85
6 森本 あや 月陽 関学大 –0 58”82
7 緒方 日佳瑠 ミルクディッパー 京産大 –0 59”03
8 今西 香絵 浪聖 大阪府大 –4 53”81
9 古澤 尚子 月善 関学大 –4 54”35
10 藤野 未奈 杉詩 大阪市大 –4 55”87

• 女子障害飛越競技 A （全 11選手）
1 西脇 万美子 月陽 関学大 –0, J.O. –0 43”15
2 会田 麻央 千風 関西大 –0, J.O. –0 48”01
3 水野 亜優美 浪豊 大阪府大 –1 66”22
4 柿崎 成美 杉岬 大阪市大 –4 57”07
5 松田 有加 月景 関学大 –4 62”14
6 佐伯 　藍 月昴 関学大 –8 80”22
7 伊藤 友乃 千騅 III 関西大 –15 76”46
8 濱田 幸乃 月景 関学大 –17 82”24

• 女子馬場馬術競技 A （全 26選手）
1 松田 有加 月夢 関学大 60.605%
2 古澤 尚子 月若葉 関学大 57.272%
3 田中 志穂 リンクス 京産大 56.969%
4 水野 亜優美 浪豊 大阪府大 55.605%
5 佐伯 　藍 月昴 関学大 55.454%
6 西脇 万美子 月駒 関学大 55.302%
7 柿崎 成美 杉岬 大阪市大 54.393%
8 今西 香絵 浪聖 大阪府大 54.242%
9 細川 佳代 エスピオン 立命館大 54.090%
10 西脇 万美子 月陽 関学大 53.939%
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• 女子馬場馬術競技 B （全 20選手）
1 中村 留意 浪旋風 大阪府大 60.882%
2 須内 菜穂子 月若葉 関学大 60.587%
3 中山 友里恵 月鷹 関学大 58.235%
4 松浦 恵那 フルフル 京産大 57.940%
5 竹本 一恵 浪聖 大阪府大 57.058%
6 桾沢 佳代 月颯 関学大 57.058%
7 山崎 はるか プリンスパルズ D 神戸大 57.058%
8 安部 あゆみ 月若葉 関学大 56.470%
9 徳本 順子 フラワーイチ 神戸大 55.588%
10 光橋 栄佳 エスピオン 立命館大 55.293%

＊ 5～7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 60点
2 大阪府立大学 34点
3 京都産業大学 18点
4 関西大学 8点
5 大阪市立大学 4点

6. 第 44回 関西学生障害馬術大会　　 2009年 8月 29, 30日　　於　三木ホースランドパーク

• 標準中障害飛越競技 （全 31選手）
1 篠原 世憲 デルフィナス 京産大 –0
2 有吉 　隆 プログレス 関西大 –4
3 富永 千帆 セイル・ノルベルト 関西大 –8 159”77
4 古峨 淳明 月雅 関学大 –8 160”53
5 西尾 　梓 千富士 関西大 –12 144”84
6 西脇 万美子 月陽 関学大 –12 152”53

• 団体成績 （表彰は 3位まで）
1 関西大学 –16
2 関西学院大学 –32
3 立命館大学 –76

4 同志社大学 –584
5 大阪府立大学 –1084

7. 第 44回 関西学生馬場馬術大会　　 2009年 8月 29, 30日　　於　三木ホースランドパーク

• 学生賞典馬場馬術競技 （全 23選手）
1 稲川 慧悟 龍舞 立命館大 60.411%
2 三木 翔一朗 月嵐 関学大 58.823%
3 古峨 淳明 月駒 関学大 57.000%
4 松田 有加 月夢 関学大 56.529%
5 有吉 　隆 千蘭 関西大 56.176%
6 植田 孝弘 ライオネット 京産大 55.235%

• 団体成績 （表彰は 3位まで）
1 関西学院大学 2930点
2 立命館大学 2787点
3 京都産業大学 2755点
4 関西大学 2588点
5 京都大学 2271点

• 関西学生馬場馬術競技 A （全 15選手）
1 西脇 万美子 月汐 関学大 60.107%
2 松田 有加 月墨 関学大 58.494%
3 前田 陽平 ヴァルゴ 京産大 58.494%
4 忽滑谷 諒子 月鷹 関学大 57.311%
5 石口 勇輝 凌耀 神戸大 56.559%
6 石口 勇輝 プリンスパルズ D 神戸大 56.451%

＊ 2, 3位は日馬連規定により順位確定
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• 関西学生馬場馬術競技 B （全 23選手）
1 森本 あや 月葵 関学大 56.363%
2 山本 千愛 月颯 関学大 56.212%
3 桐木 寛典 月大和 関学大 56.060%
4 大庭 拓真 浪聖 大阪府大 55.909%
5 八木 仁志 月鷹 関学大 55.151%
6 藤原 絵梨 朱浪 大阪府大 54.090%

8. 第 30回 学生馬術東西対抗競技会　　 2009年 8月 29日　　於　三木ホースランドパーク

• 障害飛越競技
関東チーム 関西チーム
高桑 恵利香 専修大 ○　× 植木 弘徳 関西大
秦　 慧州 早稲田大 ○　× 松波 智香 同志社大
菊地 和也 中央大 ×　○ 篠原 世憲 京産大
佐藤 　改 明治大 ×　○ 柴原 将平 関西大
上原 博人 日本大 ×　○ 西脇 万美子 関学大
2勝 3敗 ×　○ 3勝 2敗

9. 第 34回 関西学生女子複合馬術大会　　 2009年 9月 22, 23日　　於　大阪乗馬協会

• 女子複合馬術競技 A （全 9選手）
1 西脇 万美子 月汐 関学大 –60.9
2 忽滑谷 諒子 月翼 関学大 –66.3
3 水野 亜優美 浪豊 大阪府大 –67.7
4 佐伯 　藍 月昴 関学大 –67.7
5 古澤 尚子 月雅 関学大 –70.6
6 柿崎 成美 杉岬 大阪市大 –73.1

＊ 3, 4位は競技会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 –127.2

• 女子複合馬術競技 B （全 19選手）
1 今西 香絵 浪聖 大阪府大 –63.5
2 松田 有加 月墨 関学大 –64.4
3 緒方 日佳瑠 ミルクディッパー 京産大 –65.3
4 中村 留意 浪旋風 大阪府大 –66.4
5 森本 あや 月葵 関学大 –67.9
6 坂田 ゆず アナスターシャ 京都大 –69.4

10. 第 47回 関西学生馬術選手権大会　　 2009年 9月 22, 23日　　於　大阪乗馬協会

• 選手権競技 （全 21選手）
1 稲川 慧悟 立命館大
2 三木 翔一朗 関学大
3 下谷田 　駿 立命館大
4 古峨 淳明 関学大
5 篠原 世憲 京産大
6 川嶌 英之 神戸大

11. 第 45回 関西学生馬術女子選手権大会　　 2009年 9月 22, 23日　　於　大阪乗馬協会

• 女子選手権競技 （全 5選手）
1 松波 智香 同志社大
2 平田 紅梨子 京都大
3 西脇 万美子 関学大
4 松田 有加 関学大
5 緒方 日佳瑠 京産大
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3 平成21年度表彰
1. 優秀団体

1 関西学院大学 59P
2 関西大学 53P
3 立命館大学 38P

2. 三大大会優秀団体
1 関西大学 26P
1 関西学院大学 26P

3. 優秀選手
1 古峨 淳明 関学大 59P
2 稲川 慧悟 立命館大 50P
3 有吉 　隆 関西大 49P
4 三木 翔一朗 関学大 46P
5 柴原 将平 関西大 43P
6 西脇 万美子 関学大 40P

4. 優秀女子選手
1 西脇 万美子 関学大 38P
2 松田 有加 関学大 30P
3 水野 亜優美 大阪府大 22P

5. 優秀馬匹
1 月汐 関学大 31P
1 月夢 関学大 31P
3 千富士 関西大 29P
4 バーデン・バーデン 関西大 28P
4 月陽 関学大 28P
6 月駒 関学大 26P
6 龍舞 立命館大 26P

6. 特別賞
(個人)
萩原 理裕 立命館大 第 59回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 4位入賞　乗馬: ブライトタイム
西尾 　梓 関西大 第 59回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 6位入賞　乗馬: 千富士
谷脇 恭平 関西大 第 59回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 10位入賞 乗馬: バーデン・バーデン
豊永 千帆 関西大 第 59回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 12位入賞 乗馬: セイル・ノルベルト
会田 麻央 関西大 第 59回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 15位入賞 乗馬: ビットオブラック
西脇 万美子 関学大 第 59回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 17位入賞 乗馬: 月陽
稲川 慧悟 立命館大 第 59回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 21位入賞 乗馬: 翔如
三木 翔一朗 関学大 第 59回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 22位入賞 乗馬: 月峰

第 52回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 9位入賞　乗馬: 月峰
篠原 世憲 京産大 第 59回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 23位入賞 乗馬: デルフィナス
古峨 淳明 関学大 第 59回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 24位入賞 乗馬: 月雅

第 52回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 16位入賞 乗馬: 月雅
有吉 　隆 関西大 第 52回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 7位入賞　乗馬: ウッシィー
植木 弘徳 関西大 第 52回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 17位入賞 乗馬: 千姫

(団体)
関西大学 第 59回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体 1位

第 52回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　団体 4位
関西学院大学 第 52回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　団体 4位

第 52回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　団体 3位

7. 功労賞
市場 友貴 関学大 平成 21年度幹事長
小林 　馨 京産大 平成 21年度全日本学生馬術連盟副幹事長・平成 21年度スチュワード付
飯領田 千穂 近畿大 平成 21年度女子幹事長・平成 21年度広報委員
平田 紅梨子 京都大 平成 21年度会計委員
瀬田 聡美 神戸大 平成 21年度総務委員
安部 千尋 立命館大 平成 21年度放送委員
寺本 香織 大阪府大 平成 21年度大会記録委員
濱田 幸乃 関学大 平成 21年度大会記録委員
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8. 功労馬
プリンスパルズ D 神戸大
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