
1 平成23年度事業報告
3月26日　第 1回理事会（ホテルサンルート梅田）
5月 3日　第 2回理事会（三木ホースランドパーク）
7月17日　第 3回理事会（三木ホースランドパーク）
7月17日　第 1回幹事会（三木ホースランドパーク）
8月30日　総合馬術講習会（三木ホースランドパーク）[8/10～9/1]
9月 2日　第 2回幹事会（三木ホースランドパーク）
9月10日　第 4回理事会（ホテルサンルート梅田）

11月26日　第 5回理事会（ホテルサンルート梅田）
1月15日　第 3回幹事会（京都大学）
1月21日　第 6回理事会（梅田アクト IIIホール）
2月18日　第 7回理事会（コンソーシアム京都）
2月18日　平成 23年度定例総会（コンソーシアム京都）

2 平成23年度競技会成績
1. 第 5回 関西学生馬術スプリングトライ
　　東日本大震災による JRAの競馬開催変更の影響で中止

2. 第 46回 全関西学生馬術大会　　 2011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 19選手）
1 三木 翔一朗 月嵐 関学大 61.342%
2 萩原 理裕 龍伯 立命館大 57.962%
3 下谷田 　駿 龍舞 立命館大 56.759%
4 久能 　卓 ライオネット 京産大 56.574%
5 三木 翔一朗 グリュックスグラフ 関学大 56.388%
6 稲田 裕美 月夢 関学大 55.416%

• Lクラス障害飛越競技 A （全 68選手、16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 宇賀神 沙夜 翔如 立命館大 –0 55”36
2 萬浪 志甫 マジョラム II 関西大 –0 59”04
3 松波 智香 トムボーラ 同志社大 –0 61”00

4 会田 麻央 ビットオブラック 関西大 –0 61”59
5 萩原 理裕 ブライトタイム 立命館大 –0 63”22
6 三木 翔一朗 月峰 関学大 –0 63”42

団体 （チーム内の完走上位 3頭の成績による）
1 立命館大学 –0 183”47
2 同志社大学 –0 194”11
3 関西大学 C –0 196”65
4 関西大学 B –1 202”31
5 関西大学 D –4 195”04
6 関西学院大学 B –4 198”07

• Mクラス障害飛越競技 D （全 29選手 (Open 1選手)）
1 萬浪 志甫 マジョラム II 関西大 –0 51”20
2 三木 翔一朗 月峰 関学大 –0 52”21
3 小関 ひかり 千姫 関西大 –0 54”39
4 佐伯 　藍 月聡 関学大 –0 56”66
5 塩田 嶺明 駒王丸 京都大 –0 65”18
6 伊藤 友乃 ウッシィー 関西大 –4 51”20

• Mクラス障害飛越競技 C （全 17選手）
1 谷脇 恭平 バーデン・バーデン 関西大 –0, J.O. –0 40”11
2 豊永 千帆 セイル・ノルベルト 関西大 –0, J.O. –0 41”12
3 岡田 里華子 デルフィナス 京産大 –0, J.O. –0 44”75
4 加山 裕章 オマージュ 関西大 –0, J.O. –4 44”54
5 会田 麻央 ビットオブラック 関西大 –0, J.O. –8 37”33
6 萬浪 志甫 ローラレット 関西大 –0, J.O. –8 44”52
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• 複合馬術競技 （全 31選手）
1 萩原 理裕 龍伯 立命館大 –58.4 (J –0, D –58.4)
2 萬浪 至甫 マジョラム II 関西大 –59.4 (J –0, D –59.4)
3 柳瀬 　類 エストエスト 甲南大 –60.7 (J –0, D –60.7)
4 谷脇 恭平 バーデン・バーデン 関西大 –61.5 (J –0, D –61.5)
5 伊藤 友乃 ウッシィー 関西大 –65.7 (J –0, D –65.7)
6 小関 ひかり 千姫 関西大 –67.6 (J –4, D –63.6)

• Mクラス障害飛越競技 B・I（公認） （全 17選手）
1 谷脇 恭平 バーデン・バーデン 関西大 –0, J.O. –0 41”46
2 加山 裕章 オマージュ 関西大 –0, J.O. –0 44”46
3 山田 晃嗣 ピトロリーナ 関西大 –0, J.O. –4 36”55
4 萩原 理裕 ブライトタイム 立命館大 –0, J.O. –4 47”31
5 三木 翔一朗 陽峰 関学大 –4 64”49
6 小関 ひかり 千富士 関西大 –8 60”70

• Mクラス障害飛越競技 B （全 19選手）
1 谷脇 恭平 バーデン・バーデン 関西大 –0, J.O. –0 41”46
2 加山 裕章 オマージュ 関西大 –0, J.O. –0 44”46
3 山田 晃嗣 ピトロリーナ 関西大 –0, J.O. –4 36”55
4 萩原 理裕 ブライトタイム 立命館大 –0, J.O. –4 47”31
5 三木 翔一朗 陽峰 関学大 –4 64”49
6 小関 ひかり 千富士 関西大 –8 60”70

• Lクラス障害飛越競技 B （全 38選手）
1 水野 友詞 月棗 関学大 – 0 51”77
2 藤田 真弓 ドン・ミラクル 近畿大 – 0 52”29
3 岡本 　梢 千姫 関西大 – 0 53”42
4 谷　 今日子 月景 関学大 – 0 53”60
5 植田 麻友美 サンレモシチー 同志社大 – 0 54”00
6 植田 麻友美 フルハウス 同志社大 – 0 54”63

• 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 92点
2 立命館大学 38点
3 関西学院大学 35点
4 同志社大学 10点
5 京都産業大学 10点
6 甲南大学 6点

3. 第 42回 関西学生新人馬術大会　　 2011年 5月 4, 5日　　於　三木ホースランドパーク

• 新人馬場馬術競技 （全 36選手）
1 高島 　香 龍舞 立命館大 59.117%
2 吉澤 維花 千蘭 関西大 57.549%
3 後藤 正聖 リンクス 京産大 57.156%
4 桐原 　智 ライオネット 京産大 55.784%
5 福山 和哉 シャウラ 京産大 55.098%
6 山本 捷馬 センテニアルウィル 京都大 54.901%
7 都築 茉奈 センテニアルウィル 京都大 54.607%
8 酒井 健太郎 浪豊 大阪府大 54.607%
9 梅田 美紀 ダイオウ 京都大 54.117%
10 竹山 祐里絵 千輝 関西大 53.529%

＊ 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 京都産業大学 37点
2 京都大学 21点
3 大阪府立大学 8点
4 大阪市立大学 0点
4 神戸大学 0点
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• 新人障害飛越競技 （全 42選手）
1 西村 祥吾 サンレモシチー 同志社大 –0, J.O. –4 37”98
2 川田 早月 凌山 神戸大 –0, J.O. –4 45”22
3 中谷 美紗子 凌山 神戸大 –0, J.O. –5 45”78
4 福山 和哉 ブオーテス 京産大 –0, J.O. –4 42”04
5 山下 楓子 浪聖 大阪府大 –0, J.O. –7 44”66
6 石嶺 政行 アラ・モアナ 立命館大 –0, J.O. –8 41”43
7 五島 陽介 杉泰 大阪市大 –0, J.O. –10 43”27
8 宮本 和樹 凌桜 神戸大 –0, J.O. –18 47”29
9 山本 　薫 凌翼 神戸大 –0, J.O. –48 81”65
10 高島 　香 龍駿 立命館大 –0, J.O. E

• 障害団体成績 （表彰は 3位まで）
1 神戸大学 32点
2 大阪市立大学 14点
3 京都産業大学 12点
4 大阪府立大学 11点
5 関西大学 2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 3
2 神戸大学 順位合計 5
3 大阪市立大学 順位合計 6

4 大阪府立大学 順位合計 7

4. 第 46回 関西学生障害馬術大会　　 2011年 7月 18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 三木 翔一朗 月峰 関学大 –0, J.O. –4
2 山田 晃嗣 ピトロリーナ 関西大 –0, J.O. –12
3 小関 ひかり 千富士 関西大 –4 81”88
4 宇賀神 沙夜 翔如 立命館大 –4 82”53
5 佐伯 　藍 月雅 関学大 –4 89”46
6 萩原 理裕 ブライトタイム 立命館大 –4 89”53

• 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 –8
2 同志社大学 –19
3 立命館大学 –24

4 甲南大学 –78
5 関西学院大学 –504
6 京都産業大学 –528

5. 第 46回 関西学生馬場馬術大会　　 2011年 7月 18日　　於　三木ホースランドパーク

• 学生賞典馬場馬術競技 （全 24選手）
1 下谷田 　駿 龍舞 立命館大 60.777%
2 田中 志穂 ヴァルゴ 京産大 60.250%
3 三木 翔一朗 グリュックスグラフ 関学大 59.777%
4 萩原 理裕 龍伯 立命館大 58.888%
5 稲田 裕美 月夢 関学大 57.444%
6 小関 ひかり 千蘭 関西大 56.722%

• 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 3172.0点
2 関西学院大学 3082.5点
3 京都産業大学 3064.0点
4 関西大学 2870.0点
5 甲南大学 2734.0点
6 京都大学 2641.5点

6. 第 49回 関西学生馬術選手権大会・前半　　 2011年 7月 18日
　　於　三木ホースランドパーク
参加 19選手中、シード選手 1名を除いて予選（部班）を実施
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7. 第 47回 関西学生馬術女子選手権大会・前半　　 2011年 7月 18日
　　於　三木ホースランドパーク
参加 19選手中で予選（部班）を実施

8. 第 54回 関西学生総合馬術大会　　 2011年 9月 3, 4日　　於　三木ホースランドパーク

• 総合馬術競技 （全 20選手）
1 三木 翔一朗 月峰 関学大 –60.7
2 稲川 慧海 龍駿 立命館大 –64.0
3 加山 裕章 ロワドゥヴォルドウ 関西大 –72.4
4 桐木 寛典 月雅 関学大 –73.6
5 松波 智香 シーザクルーザー 同志社大 –74.6
6 水口 貴士 千秀 関西大 –79.4

• 団体成績
1 関西大学 –238.7
2 立命館大学 –339.3
3 甲南大学 –1221.1

9. 第 43回 関西学生女子自馬大会　　 2011年 9月 3, 4日　　於　三木ホースランドパーク

• 女子障害飛越競技 A（全 13選手）
1 岡田 里華子 ブルーアース 京産大 –0 61”89
2 高崎 　瞳 碧浪 大阪府大 –3 76”69
3 松本 　彩 アステリオン 京産大 –4 50”99
4 谷　 今日子 月景 関学大 –4 53”45
5 宇賀神 沙夜 翔如 立命館大 –4 55”36
6 竹本 一恵 浪翠 大阪府大 –4 55”97
7 藤田 真弓 ドン・ミラクル 近畿大 –4 56”78
8 佐伯 　藍 月聡 関学大 –4 58”06
9 植田 麻友美 フルハウス 同志社大 –4 59”55
10 秋山 沙絵 ドリド 同志社大 –4 59”77

• 女子障害飛越競技 B（全 19選手）
1 桐原 　智 アルシャイン II 京産大 –0 55”60
2 磯　 和花奈 フルハウス 同志社大 –0 58”50
3 隅谷 優希 浪豊 大阪府大 –0 60”27
4 高橋 咲衣 杉遥 大阪市大 –0 62”80
5 高橋 咲衣 杉椿 大阪市大 –0 63”24
6 中村 留意 浪豊 大阪府大 –0 63”36
7 高島 　香 龍彗 立命館大 –0 64”38
8 劉　 辰女 浪昴 大阪立大 –0 66”43
9 伊藤 麻理奈 月颯 関学大 –1 70”30
10 田井 笑香 フルハウス 同志社大 –4 63”47

• 女子馬場馬術競技 A （全 20選手）
1 宇賀神 沙夜 龍舞 立命館大 62.045%
2 稲田 裕美 月夢 関学大 61.136%
3 稲田 裕美 月智 関学大 58.560%
4 佐伯 　藍 月嵐 関学大 56.818%
5 北村 万葉 シュプール 甲南大 55.984%
6 植田 麻友美 フルハウス 同志社大 55.833%
7 川嶋 麻子 センテニアルウィル 京都大 55.833%
8 光橋 栄佳 龍鈴 立命館大 55.681%
9 竹本 一恵 浪翠 大阪府大 54.166%
10 平沼 慶子 凌秀 神戸大 53.409%

＊ 6, 7位は日馬連規定により順位確定
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• 女子馬場馬術競技 B （全 19選手）
1 高島 　香 龍舞 立命館大 61.666%
2 鴨　 宏香 甲翔 甲南大 57.352%
3 伊藤 麻理奈 月颯 関学大 56.568%
4 鳴滝 　藍 浪豊 大阪府大 56.372%
5 上田 香菜 月智 関学大 55.980%
6 稲田 ゆき 月颯 関学大 55.490%
7 倉原 明里 月若葉 関学大 53.725%
8 中村 　翠 月景 関学大 53.529%
9 山下 楓子 浪聖 大阪府大 53.431%
10 田井 笑香 フルハウス 同志社大 53.333%

• 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 京都産業大学 26点
2 関西学院大学 24点
3 立命館大学 22点
4 大阪府立大学 20点
5 甲南大学 10点
6 同志社大学 9点

10. 第 2回 関西学生馬術サマートライ　　 2011年 9月 3, 4日　　於　三木ホースランドパーク

• サマートライ障害飛越競技 B

台風の影響で競技不実施

• サマートライ障害飛越競技 A

台風の影響で競技不実施

• サマートライ馬場馬術競技 A （全 10選手 (Open 1選手)）
1 今井 雄基 ブオーテス 京産大 58.064%
2 福島 祥太郎 アイディンサマー 京産大 58.064%
3 佐々木 一馬 リンクス 京産大 56.989%
4 浅田 大輝 京欅 京都大 54.516%
5 浅田 大輝 アナスターシャ 京都大 54.247%
6 桜井 貴史 杉詩 大阪市大 51.827%

＊ 1, 2位は日馬連規定により順位確定

• サマートライ馬場馬術競技 B （全 15選手）
1 山本 俊一 リンクス 京産大 60.686%
2 後藤 正聖 アイディンサマー 京産大 58.921%
3 工藤 裕太 月智 関学大 58.333%
4 西村 祥吾 フルハウス 同志社大 56.764%
5 古川 秀太 月若葉 関学大 55.686%
6 宮本 和樹 凌秀 神戸大 54.803%

11. 第 36回 関西学生女子複合馬術大会　　 2011年 9月 16, 17日　　於　大阪乗馬協会

• 女子複合馬術競技 A （全 17選手）
1 会田 麻央 ビットオブラック 関西大 –65.6
2 伊藤 友乃 ヴィクター 関西大 –65.8
3 萬浪 至甫 マジョラム II 関西大 –65.9
4 佐伯 　藍 月聡 関学大 –67.3
5 秋山 沙絵 ドリド 同志社大 –67.4
6 中村 留意 浪豊 大阪府大 –71.1

• 団体成績 （表彰は 3位まで）
1 関西大学 –131.4
2 同志社大学 –141.5
3 大阪府立大学 –142.9

4 京都産業大学 –150.3
5 立命館大学 –156.5
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• 女子複合馬術競技 B （全 17選手）
1 初鹿野 遥子 ブオーテス 京産大 –64.5
2 隅谷 優希 浪豊 大阪府大 –64.7
3 桐原 　智 アルシャイン II 京産大 –66.3
4 石田 夏海 浪倭 大阪府大 –66.9
5 斉藤 茉有 浪昴 大阪府大 –67.2
6 金谷 実華 フルハウス 同志社大 –67.5

12. 第 49回 関西学生馬術選手権大会・後半　　 2011年 9月 16, 17日　　於　大阪乗馬協会

• 選手権競技 （全 19選手）
1 三木 翔一朗 関学大
2 萩原 理裕 立命館大
3 廣田 直哉 神戸大
4 稲川 慧海 立命館大
5 大熊 茂樹 同志社大
6 下谷田 　駿 立命館大

13. 第 47回 関西学生馬術女子選手権大会・後半　　 2011年 9月 16, 17日　　於　大阪乗馬協会

• 女子選手権競技 （全 19選手）
1 高島 　香 立命館大
2 伊藤 友乃 関西大
3 会田 麻央 関西大
4 宇賀神 沙夜 立命館大
5 光橋 栄佳 立命館大
6 土屋 絵梨子 関西大

14. 第 32回 学生馬術東西対抗競技会　　 2011年 9月 17日　　於　大阪乗馬協会

• 障害飛越競技
関東チーム 関西チーム
早川 　果 立教大 ×　○ 稲川 慧海 立命館大
大野 　周 東京農大 ○　× 三木 翔一朗 関学大
小松 愛子 日本大 ○　× 伊藤 友乃 関西大
香田 彬彦 明治大 ○　× 廣田 直哉 神戸大
嶽下 翔平 中央大 ○　× 萩原 理裕 立命館大
畠山 　聖 早稲田大 ○　× 高島 　香 立命館大
5勝 1敗 ○　× 1勝 5敗

3 平成23年度表彰
1. 優秀団体

1 関西大学 54P
2 立命館大学 51P
3 関西学院大学 31P
3 京都産業大学 31P

2. 三大大会優秀団体
1 関西大学　　 26P

3. 優秀選手
1 三木 翔一朗 関学大 91P
2 萩原 理裕 立命館大 57P
3 谷脇 恭平 関西大 30P
4 下谷田 　駿 立命館大 29P
5 加山 裕章 関西大 28P
5 萬浪 至甫 関西大 28P

4. 優秀女子選手
1 宇賀神 沙夜 立命館大 25P
1 伊藤 友乃 関西大 25P
3 高島 　香 立命館大 24P
3 会田 麻央 関西大 24P
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5. 優秀馬匹
1 龍舞 立命館大 50P
2 月峰 関学大 45P
3 マジョラム II 関西大 34P
4 龍伯 立命館大 31P
5 バーデン・バーデン 関西大 30P
6 ピトロリーナ 関西大 23P

6. 特別賞
(個人)
谷脇 恭平 関西大 第 61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
萩原 理裕 立命館大 第 61回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 7位入賞　乗馬: ブライトタイム

第 54回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　 8位入賞　乗馬: 龍伯
加山 裕章 関西大 第 61回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 8位入賞　乗馬: オマージュ

第 54回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 11位入賞 乗馬: ロワドゥヴォルドウ
萬浪 至甫 関西大 第 61回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 9位入賞　乗馬: ローラレット

第 54回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 14位入賞 乗馬: 千龍
三木 翔一朗 関学大 第 61回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 11位入賞 乗馬: 陽峰

第 54回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　 11位入賞 乗馬: グリュックスグラフ
第 54回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 10位入賞 乗馬: 月峰

山田 晃嗣 関西大 第 61回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 13位入賞 乗馬: ピトロリーナ
宿野部 誉時 同志社大 第 61回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 16位入賞 乗馬: ハイライン
大熊 茂樹 同志社大 第 61回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 18位入賞 乗馬: ドリド
宇賀神 沙夜 立命館大 第 61回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 20位入賞 乗馬: 翔如

第 47回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 6位入賞
松波 智香 同志社大 第 54回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 8位入賞　乗馬: シーザクルーザー

第 47回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 4位入賞
下谷田 　駿 立命館大 第 54回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　 9位入賞　乗馬: 龍舞

第 54回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 4位入賞　乗馬: 龍綾
桐木 寛典 関学大 第 54回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 5位入賞　乗馬: 月雅

(団体)
関西大学 第 61回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体 1位

第 54回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　団体 2位
平成 23年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　 3位

同志社大学 第 61回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体 6位
立命館大学 第 54回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　団体 3位

第 54回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　団体 3位
平成 23年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　 5位

京都産業大学 第 54回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　団体 5位
関西学院大学 第 54回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　団体 6位

平成 23年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　 7位

7. 功労賞
乾　 駿一郎 京都大 平成 23年度幹事長
桜井 貴史 大阪市立 平成 23年度全日本幹事・平成 23年度一般記録委員
竹本 一恵 大阪府大 平成 23年度大会記録委員
灰原 幸介 同志社大 平成 23年度競技委員
木戸 佑有子 同志社大 平成 23年度女子幹事長・平成 23年度賞典委員
平沼 慶子 神戸大 平成 23年度総務委員

8. 功労馬
センテニアルウィル 京都大
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