
2/23～24 　岡大戦 (岡山大学)

団体優勝 京都大学
団体準優勝 岡山大学

3/10 　京都府新人馬術大会 (京都産業大学)

第3級課目馬場馬術競技 (29人)
大須賀 　信3 サボダルジャン 343点 (着外)
岩里 琢治 2 ルビーリング 320点 (着外)
相川 　哲 2 ジャックアスヒル 290点 (着外)

総合馬場馬術競技 (8人)
乾 　重人 2 ミノルオー 301点 (1位)
倉島 康裕 3 ファインツバキ 283点 (着外)
吉川 　学 3 白鳳 283点 (着外)

第2級課目馬場馬術競技 (7人)
高島 公美 1 ミノルオー 218点 (1位)
松村 潤一 1 ファインツバキ 198点 (3位)

小障害飛越競技A (17人)
岩里 琢治 2 カトルトーセイス −0 (着外, J.O. −0)

小障害飛越競技C (7人)
乾 　重人 2 アポイリージ −11.5 (着外, 2反抗+T減)

3/21 　関西大学馬術部創立六十周年記念馬術大会 (関西大学)

小障害飛越競技 (?人)
大須賀 　信3 サボダルジャン −3 (着外, 1反抗)

3/30～31 　第 16回 淀馬術大会 (JRA京都)

— 3/30 —
第3級課目馬場馬術競技 (男子)(24人)
倉島 康裕 3 ファインツバキ 324点 (着外)
乾 　重人 2 アポイリージ 271点 (着外)
高須 　司 3 ビフォーザウインド ???点 (着外)
大須賀 　信 3 サボダルジャン ???点 (着外)
岩里 琢治 2 ルビーリング ???点 (着外)

中障害飛越競技B (20人)
大須賀 　信 3 サボダルジャン −4 (着外, 1落下)
吉川 　学 3 カトルトーセイス E (3反抗)

— 3/31 —
第2級課目馬場馬術競技 (男子)(20人)
松村 潤一 1 ルビーリング 210点 (着外)
松村 潤一 1 ファインツバキ 209点 (着外)

小障害飛越競技A (24人)
岩里 琢治 2 カトルトーセイス −0 (着外, J.O.−0)
高須 　司 3 サボダルジャン −0 (着外, J.O.−1; T減)
東 　倫生 4 サイビランザン −0 (着外, J.O.−4; T減)
倉島 康裕 3 雲母 E (3反抗)

小障害飛越競技B (24人)
森 　英郎C 雲母 −4 (Open,1落下)
石橋 洋二郎C アポイリージ −13.5 (着外, 2反抗?+T減)
乾 　重人 2 アポイリージ E (3反抗)

4/13～14 　第 24回 国立七大学総合体育大会 (京都大学)

— 4/13 —
第1競技 総合馬場馬術競技
選手名 馬匹名 得点
吉川 　学 4 ミノルオー 321点
大須賀 　信4 サイビランザン 274点
倉島 康裕 4 サイビランザン 287点

— 4/14 —
第2競技 障害飛越競技
選手名 馬匹名 減点
　　　∗ Aブロックで 2位

団体優勝 名古屋大学
団体準優勝 東京大学
団体第 3位 京都大学
最優秀選手 飯田 賢治 (名古屋大)
優秀選手 横森 馨子 (東京大)

5/5～6 　第 17回 京都産業大学馬術大会 (京都産業大学)

— 5/5 —
第3級課目馬場馬術競技 (一般)(25人)
相川 　哲 3 ジャックアスヒル 292点 (着外)
乾 　重人 3 アポイリージ 245点 (着外)

第3級課目馬場馬術競技 (婦人)(21人)
高島 公美 2 ミノルオー 241点 (着外)

Lクラス障害飛越競技 (標準)(31人)
大須賀 　信 4 サボダルジャン −0 (5位, J.O.−0)
岩里 琢治 3 カトルトーセイス −4 (着外, 1落下)

Aクラス障害飛越競技 (標準)(50人)
倉島 康裕 4 雲母 −0 (着外, J.O.−24; 1反抗 1落下+T減)
高須 　司 4 サイビランザン −0 (着外, J.O.E; Time Over)

— 5/6 —
ジュニア団体馬場馬術競技 (19人)
倉島 康裕 4 ファインツバキ 515点 (着外)
乾 　重人 3 ミノルオー 465点 (着外)
大須賀 　信 4 サボダルジャン 421点 (着外)

Mクラス障害飛越競技 (標準)(23人)
石橋 洋二郎C カトルトーセイス −4 (着外, 1落下)
石橋 洋二郎C サボダルジャン −11.75 (着外, ?反抗?落下+T減)

Aクラス障害飛越競技 (ハンティング)(?人)
高須 　司 4 サイビランザン −0 (着外)
石橋 洋二郎C アポイリージ E (3反抗)

6/1～2 　第 23回 関西学生馬術選手権大会 (立命館大学・京都産業大学)

　詳細不明

6/9 　京都府月例馬術大会 (京都乗馬クラブ)

ジュニア団体馬場馬術競技 (17人)
倉島 康裕 4 ファインツバキ ???点 (?)
乾 　重人 3 ミノルオー ???点 (?)

総合馬場馬術競技 (17人)
高須 　司 4 サイビランザン 255点 (?)
岩里 琢治 3 ルビーリング ???点 (?)
吉川 　学 4 白鳳 ???点 (?)

第 3級課目馬場馬術競技 (21人)
乾 　重人 3 アポイリージ 287点 (着外)
吉川 　学 4 ロックラッド 247点 (着外)
豊田 陽子 1 ファインツバキ ???点 (?)
松村 潤一 2 白鳳 ???点 (?)
高島 公美 2 ミノルオー ???点 (?)

中障害飛越競技C (18人)
高須 　司 4 サイビランザン −0 (着外, J.O.−8)
倉島 康裕 4 雲母 −4 (着外, 1落下)

小障害飛越競技C (?人)
石橋 洋二郎C アポイリージ −3 (着外, 1反抗)
吉川 　学 4 ロックラッド −3 (着外, 1反抗)
乾 　重人 3 アポイリージ −3 (着外, 1反抗)
高島 公美 2 雲母 −? (着外, 2反抗+?) ?
高島 公美 2 サイビランザン E (3反抗)
吉川 　学 4 白鳳 E (3反抗)
相川 　哲 3 雲母 E (経路違反)
松村 潤一 2 サイビランザン E (経路違反)

6/14～16 　第 12回 近畿馬術大会 (JRA阪神)

— 6/14 —
内国産馬 S&H (?人)
石橋 洋二郎C サボダルジャン −? (?)

— 6/15 —
標準内国産馬障害飛越競技 (?人)
石橋 洋二郎C サボダルジャン −? (?)

— 6/16 —
一般障害飛越競技 (?人)
大須賀 　信 4 サボダルジャン −0 (5位)

6/22～24 　第 20回 全関西学生馬術大会 (JRA京都)

— 6/22 —
学生賞典馬場馬術競技 (27人)
倉島 康裕 4 ファインツバキ 535点 (着外)
乾 　重人 3 ミノルオー 472点 (着外)
大須賀 　信4 サボダルジャン 470点 (着外)

新馬障碍飛越競技 (11人)
吉川 　学 4 ロックラッド −0 (2位, J.O.−0)
乾 　重人 3 アポイリージ −0 (3位, J.O.−0)
吉川 　学 4 白鳳 E (3反抗)

障碍飛越予選競技 (62人)
高須 　司 4 サイビランザン −4 (着外, 1落下)
倉島 康裕 4 雲母 −7? (着外, 1反抗 1落下)
大須賀 　信4 サボダルジャン −8 (着外, 2落下)
大須賀 　信4 ビフォーザウインド E (3反抗)
岩里 琢治 3 カトルトーセイス E (3反抗)

— 6/23 —
中障碍飛越競技B (24人)
高須 　司 4 サイビランザン E (3反抗)
大須賀 　信4 サボダルジャン E (3反抗)

コンソレーション障碍飛越競技 (100cm)(24人)
吉川 　学 4 ロックラッド −0 (2位)
乾 　重人 3 アポイリージ −4 (着外, 1落下)
大須賀 　信4 ビフォーザウインド E (3反抗)

6/23～24 　第 17回 関西学生女子自馬大会 (JRA京都)

— 6/23 —
第 3級課目馬場馬術競技 (26人)
豊田 陽子 1 ファインツバキ 290点 (着外)
高島 公美 2 ミノルオー 284点 (着外)
豊田 陽子 1 ビフォーザウインド 180点 (着外)

— 6/24 —
女子障碍飛越競技 (35人)
豊田 陽子 1 サボダルジャン −3 (着外, 1反抗)

6/24 　第 16回 関西学生新人馬術大会 (JRA京都)

新人障碍飛越競技 (34人)
相川 　哲 3 サイビランザン E (3反抗)

7/13～14 　第 8回 京都府民総合体育大会馬術競技 (京都乗馬クラブ)

— 7/13 —
総合馬場馬術競技 (?人)
岩里 琢治 3 ミノルオー ???点 (5位)
倉島 康裕 4 ファインツバキ ???点 ()
乾 　重人 3 アポイリージ ???点 ()
大須賀 　信 4 サボダルジャン ???点 ()

第 3級課目馬場馬術競技 (一般)(?人)
高島 公美 2 アポイリージ ???点 (?)
相川 　哲 3 ファインツバキ ???点 (?)
吉川 　学 4 ロックラッド ???点 (?)
豊田 陽子 1 白鳳 ???点 (?)
松村 潤一 2 白鳳 ???点 (?)

— 7/14 —
中障害飛越競技C (?人)
大須賀 　信 4 サボダルジャン −7 (着外, 1反抗 1落下)
石橋 洋二郎C アポイリージ −17.25 (着外, ?反抗?+T減)
高須 　司 4 サイビランザン E (3反抗)
石橋 洋二郎C ビフォーザウインド E (3反抗)

中障害飛越競技A (?人)
石橋 洋二郎C サボダルジャン E (3反抗)

小障害飛越競技A (?人)
乾 　重人 3 アポイリージ −3 (着外, 1反抗)
高須 　司 4 サイビランザン −4 (着外, ?)
吉川 　学 4 ロックラッド E (3反抗)

小障害飛越競技C (?人)
豊田 陽子 1 サボダルジャン −0 (2位)



7/28 　京都府月例馬術大会 (同志社大学)

ジュニア団体馬場馬術競技 (人)
倉島 康裕 4 ファインツバキ ???点 (?)

小障害飛越競技A (?人)
高須 　司 4 サイビランザン −0 (着外, J.O.−4)
倉島 康裕 4 雲母 −7 (着外, 1反抗 1落下)
乾 　重人 3 アポイリージ −14 (着外, 2反抗+T減)

中障害飛越競技A (?人)
大須賀 　信4 サボダルジャン −? (2位)

8/9 　第 20回 関西学生馬場馬術大会 (JRA阪神)

学生賞典馬場馬術競技 (30人)

個人成績
10. 倉島 康裕 4 ファインツバキ 602点
16. 乾 　重人 3 ミノルオー 581点
27. 大須賀 　信 4 サボダルジャン 494点

団体成績
順位 大学名 総得点
1. 京都産業大学 1981点
2. 同志社大学 1866点
3. 立命館大学 1841点
4. 京都大学 1677点

　　　∗ 団体表彰は 3位まで

8/10～11 　第 20回 関西学生障害馬術大会 (JRA阪神)

— 8/10 —
標準中障害飛越競技・第一走行 (37人)
大須賀 　信4 サボダルジャン E (3反抗)
高須 　司 4 サイビランザン E (3反抗)

— 8/11 —
標準中障害飛越競技・第二走行 (32人)
大須賀 　信4 サボダルジャン E (3反抗)

8/31～9/2 　第 28回 関西学生総合馬術大会 (杉谷馬事公苑)

— 8/31 —
調教審査・学生 3-DAY EVENT馬場 (22人)
大須賀 　信4 サボダルジャン −201·2/3
吉川 　学 4 白鳳 −235
高須 　司 4 サイビランザン −240·1/3
倉島 康裕 4 雲母 −251·1/3

— 9/1 —
耐久審査 (22人)
高須 　司 4 サイビランザン −20 (1反抗)
倉島 康裕 4 雲母 −20 (1反抗)
大須賀 　信4 サボダルジャン E (3反抗)
吉川 　学 4 白鳳 E (3反抗)

— 9/2 —
余力審査 (13人)
高須 　司 4 サイビランザン −5 (1落下)
倉島 康裕 4 雲母 −30 (1反抗 4落下)

個人成績 (＊印は全日本学生の権利獲得)
6. 高須 　司 4 サイビランザン −265·1/3 ＊
9. 倉島 康裕 4 雲母 −301·1/3

9/23～24 　第 17回 淀馬術大会 (JRA京都)

— 9/23 —
第3級課目馬場馬術競技 (男子)(40人)
相川 　哲 3 ファインツバキ 368点 (着外)
乾 　重人 3 アポイリージ 352点 (着外)
松村 潤一 2 ビフォーザウインド 339点 (着外)
山田 幸二郎 3 ミノルオー 331点 (着外)
岩里 琢治 3 サボダルジャン 315点 (着外)

第3級課目馬場馬術競技 (女子)(?人)
豊田 陽子 1 ミノルオー 312点 (着外)
高島 公美 2 ファインツバキ 309点 (着外)

小障害飛越競技A (?人)
乾 　重人 3 アポイリージ −3 (着外, 1反抗)
石橋 洋二郎C ビフォーザウインド E (3反抗)

中障害飛越競技C (?人)
石橋 洋次郎C アポイリージ −0 (4位)
石橋 洋二郎C サボダルジャン E (障害間 1分)

10/10 　京都府自馬選手権大会 (立命館大学)

第 3級課目馬場馬術競技 (男子)(14人)
松村 潤一 2 ファインツバキ 277点 (着外)

第 2級課目馬場馬術競技 (男子) (10人)
胡麻崎 則男1 ミノルオー 238点 (2位)
戸田 正毅 1 ミノルオー 228点 (3位)
松田 　敏 1 ファインツバキ 220点 (5位)
黒田 哲也 1 ファインツバキ 91点 (着外)

第 2級課目馬場馬術競技 (女子) (3人)
日朝 めぐみ1 ミノルオー 275点 (2位)
平石 昌子 1 ファインツバキ 222点 (3位)

小障害飛越競技B (15人)
相川 　哲 3 雲母 −3 (Open, 1反抗)

11/4 　はばたく京都のスポーツ推進大会 (京都産業大学)

ジュニア団体馬場馬術競技 (11人)
岩里 琢治 3 ファインツバキ 436点 (着外)
山田 幸二郎 3 ミノルオー 374点 (着外)

総合馬場馬術競技 (9人)
乾 　重人 3 アポイリージ 268点 (着外)

第 3級課目馬場馬術競技 (11人)
豊田 陽子 1 アポイリージ 291点 (着外)
高島 公美 2 ミノルオー 288点 (着外)
松村 潤一 2 ファインツバキ 271点 (着外)

小障害飛越競技C (12人)
相川 　哲 3 雲母 −3 (着外, 1反抗)
石橋 洋二郎C アポイリージ −0 (Open)
乾 　重人 3 アポイリージ E (?)

11/30～12/2 　第 28回 全日本学生 3-DAY EVENT (馬事公苑)

— 11/30 —
調教審査・学生 3-DAY EVENT馬場 (64人)
高須 　司 4 サイビランザン −194

— 12/1 —
耐久審査 (40?人)
高須 　司 4 サイビランザン −193.6 (6反抗+T減)

— 12/2 —
余力審査 (40人)
高須 　司 4 サイビランザン −15 (1反抗 1落下)

個人成績
31. 高須 　司 4 サイビランザン −402.6

12/14 　昭和 60年度 関西学生馬術連盟定例総会 (大阪リバーサイドホテル)

＜昭和 60年度 関西学生馬術連盟年間表彰＞
関西最優団体
　不明
関西三大大会優秀団体
　不明
関西優秀選手
　表彰選手なし
関西優秀女子選手
　表彰選手なし
関西優秀馬匹
　表彰馬匹なし
功労賞 　
　該当者なし
功労馬
　該当馬匹なし

12/15 　京都府忘年月例馬術大会 (京都乗馬クラブ)

ジュニア団体馬場馬術競技 (10人)
岩里 琢治 3 ファインツバキ 452点 (着外)

セントジョージ賞典馬術競技 (6人)
高三 秀成C ミノルオー 831点 (着外)

第 3級課目馬場馬術競技 (24人)
岩里 琢治 3 ファインスタイル 322点 (着外)
豊田 陽子 1 ビフォーザウインド 305点 (着外)
山田 幸二郎 3 白鳳 286点 (着外)

小障害飛越競技B (24人)
相川 　哲 3 雲母 −7 (着外, 1反抗 1落下)
乾 　重人 3 アポイリージ −8 (着外, 2落下?)
石橋 洋二郎C ビフォーザウインド −13 (着外, 2反抗 1落下?)


