
1/4 　東大戦 (京都大学)

　　　∗ 引き分け

2/23～24 　岡大戦 (岡山大学)

団体優勝 岡山大学
団体準優勝 京都大学

3/21～22 　第 18回 淀馬術大会 (JRA京都)

— 3/21 —
小障害飛越競技A (49人)
山田 幸二郎4 サイビランザン −4 (着外, 1落下)

— 3/22 —
第3級課目馬場馬術競技 (31人)
乾 　重人 3 アポイリージ 355点 (着外)
岩里 琢治 3 ファインツバキ 322点 (着外)
胡麻崎 則男2 ジャックアスヒル 318点 (着外)
相川 　哲 3 ファインスタイル E (馬装違反)

3/22 　京都府新人馬術大会 (JRA京都)

第3級課目馬場馬術競技 (12人)
松村 潤一 2 アポイリージ 298点 (着外)

4/5～6 　第 26回 国立七大学総合体育大会 (京都大学)

— 4/5 —
第1競技 第 3級課目馬場馬術競技
選手名 馬匹名 得点 順位点
相川 　哲 4 ビフォーザウインド 312点 3
岩里 琢治 4 アポイリージ 344点 8
乾 　重人 4 ジャックアスヒル 322点 8

— 4/6 —
第2競技 障害飛越競技
選手名 馬匹名 減点 順位点
相川 　哲 4 サイビランザン 3 3
山田 幸二郎4 ドンコバレティック () 21.25 1
岩里 琢治 4 シュテンスベック () 0 8
　　　∗ 順位点合計で東京大と同点となり、障害飛越 1鞍で決する
ジャンプオフ
選手名 馬匹名 減点
岩里 琢治 4 アポイリージ 0

団体優勝 京都大学 　(31点)
団体準優勝 東京大学 　(31点)
団体第 3位 北海道大学 (27点)
最優秀選手 岩里 琢治 (京都大)

4/13 　京都府月例馬術大会 (京都産業大学)

第3級課目馬場馬術競技 (15人)
相川 　哲 4 ファインスタイル 316点 (着外)
黒田 哲也 2 アポイリージ 251点 (着外)

ジュニア団体馬場馬術競技 (13人)
岩里 琢治 4 ファインツバキ 442点 (着外)

小障害飛越競技C (29人)
乾 　重人 4 アポイリージ −0 (着外)
松村 潤一 3 サイビランザン −0 (着外)
岩里 琢治 4 サボダルジャン −4 (1落下)
相川 　哲 4 ファインスタイル −11 (着外, 1反抗+?)

小障害飛越競技A (25人)
岩里 琢治 4 サボダルジャン E (3反抗)
山田 幸二郎4 サイビランザン E (3反抗)

5/3～5 　第 19回 京都産業大学馬術大会 (京都産業大学)

— 5/3 —
Aクラス障害飛越競技 (標準)(33人)
岩里 琢治 4 サボダルジャン −14.25 (着外, 2反抗 1落下?+T減)
相川 　哲 4 ファインスタイル −4 (着外, 1落下)
山田 幸二郎4 サイビランザン −10.5 (着外, 2反抗+T減)
乾 　重人 4 アポイリージ E (3反抗)

— 5/4 —
ジュニア団体馬場馬術競技 (16人)
岩里 琢治 4 ファインツバキ 526点 (着外)
乾 　重人 4 ミノルオー 499点 (着外)

Aクラス障害飛越競技 (ハンティング)(37 人)
山田 幸二郎4 サイビランザン 95”60 (着外)

第3級課目馬場馬術競技 (37人)
相川 　哲 4 ファインスタイル 316点 (着外)
相川 　哲 4 ジャックアスヒル 311点 (着外)
松村 潤一 3 アポイリージ 309点 (着外)

— 5/5 —
Lクラス障害飛越競技 (ハンティング)(16 人)
山田 幸二郎4 サイビランザン 149”44 (着外, 2反抗 1落下+T減)

Aクラス障害飛越競技 (標準)(?人)
乾 　重人 4 アポイリージ −3 (着外, 1反抗)
岩里 琢治 4 サボダルジャン −4 (着外, 1落下)

5/25 　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 (11人)
岩里 琢治 4 ファインツバキ 475点 (着外)

総合馬場馬術競技 (19人)
相川 　哲 4 ファインスタイル 301点 (着外)
相川 　哲 4 ジャックアスヒル 286点 (着外)

小障害飛越競技 (80cm)(35人)
胡麻崎 則男2 ビフォーザウインド −1 (着外, T減)
松田 　敏 2 アポイリージ −0.75 (着外, T減)
松村 潤一 3 ビフォーザウインド −7.25 (着外, 2反抗+T減)
相川 　哲 4 ファインスタイル −16.75 (着外, 2反抗+T減)
吉川 　学 5 白鳳 E (障害間 1分)
黒田 哲也 2 サイビランザン E (3反抗)

中障害飛越競技 (100cm)(25人)
岩里 琢治 4 サボダルジャン −16.5 (着外, 2反抗+T減)
乾 　重人 4 アポイリージ E (3反抗)
相川 　哲 4 ファインスタイル E (3反抗)
松村 潤一 3 ビフォーザウインド E (3反抗)

大障害飛越競技 (120cm)(14人)
岩里 琢治 4 サボダルジャン E (3反抗)
山田 幸二郎4 サイビランザン E (3反抗)

6/13～15 　第 21回 全関西学生馬術大会 (JRA京都)

— 6/13 —
学生賞典馬場馬術競技 (16人)
岩里 琢治 4 ファインツバキ 510点 (着外)
乾 　重人 4 ミノルオー 493点 (着外)

新馬障碍飛越競技 (6人)
相川 　哲 4 ファインスタイル −8 (4位, 2落下)
岩里 琢治 4 プリンセスギフト E (3反抗)

障碍飛越予選競技 (56人)
山田 幸二郎4 サイビランザン −0 (着外)
乾 　重人 4 アポイリージ −3 (着外, 1反抗)
岩里 琢治 4 サボダルジャン −7 (着外, 1反抗 1落下)
吉川 　学 5 白鳳 −8.25 (着外, 1反抗 1落下+T減)
相川 　哲 4 ビフォーザウインド E (3反抗)

— 6/14 —
中障碍飛越競技C (18人)
乾 　重人 4 アポイリージ −13.5 (着外, 1反抗 1落馬+T減)
吉川 　学 5 白鳳 E (3反抗)
山田 幸二郎4 サイビランザン E (3反抗)
岩里 琢治 4 サボダルジャン E (障害間 1分)

複合馬術競技C (7人)
乾 　重人 4 アポイリージ −422.5 (3位)

— 6/15 —
選抜障碍飛越競技 (12人)
乾 　重人 4 アポイリージ E (3反抗)

コンソレーション障碍飛越競技 (100cm)(19人)
相川 　哲 4 ファインスタイル −0 (1位)

団体総合得点
順位 大学名 得点計
1. 京都産業大学 　点
2. 関西大学 　点
3. 大阪府立大学 　点
4. 大学 　点
5. 大学 　点
6. 京都大学 　点

6/15 　第 18回 関西学生新人馬術大会 (JRA阪神)

新人障碍飛越競技 (35人)
胡麻崎 則男2 サイビランザン −0 (着外, J.O.−10; 1反抗?+T減)
黒田 哲也 2 サイビランザン −4 (着外, 1落下)
松村 潤一 3 ビフォーザウインド E (3反抗)
松田 　敏 2 アポイリージ E (3反抗)

6/21～22 　第 24回 関西学生馬術選手権大会 (立命館大学・京都産業大学)

— 6/21 —
予選 ·学生選手権馬場 (27人)
岩里 琢治 4 アポイリージ 京都大 1位/4人中
相川 　哲 4 凰蘭 同志社大 3位/3人中
山田 幸二郎4 バルティーニ 神戸大 3位/3人中
乾 　重人 4 凌華 神戸大 3位/3人中
　　　∗ 岩里は準々決勝に進出
準々決勝 ·学生選手権馬場 (16人)
岩里 琢治 4 ステイザコース 立命館大 2位/4人中
　　　∗ 岩里は準決勝に進出
準決勝 ·学生選手権馬場 (8人)
岩里 琢治 4 ジュエル 立命館大 −139

— 6/22 —
準決勝 ·障碍飛越 (8人)
岩里 琢治 4 浪王座 大阪府大 −0
　　　∗ 岩里は準決勝の 2鞍の減点合計でブロック内 4位になり 5～8位決定戦進出

5～8位決定戦 ·障碍飛越 (4人)
岩里 琢治 4 ライトウィング 京産大 −0
岩里 琢治 4 浪王座 大阪府大 −0
　　　∗ 岩里は 5～8位決定戦の 2鞍の総減点で 5位入賞し、
　　　　第 58回 全日本学生馬術選手権大会の出場権を獲得

7/11～13 　第 58回 全日本学生馬術選手権大会 (馬事公苑)

— 7/11 —
1回戦 ·学生選手権馬場 (35人)
岩里 琢治 4 デンバー 成城大 2位/5人中

準々決勝 ·学生選手権馬場 (21人)
岩里 琢治 4 白晴 中央大 4位/5人中
　　　∗ 準決勝進出ならず

7/19～20 　第 34回 びわ湖馬術競技大会 (大津市大谷乗馬場)

小障害飛越競技 (100cm)(35人)
岩里 琢治 4 サボダルジャン −7 (着外, 1反抗 1落下)

低障害飛越競技 (80cm)(33人)
相川 　哲 4 ジャックアスヒル −0 (着外)
岩里 琢治 4 サボダルジャン −0 (着外)
吉川 　学 5 白鳳 −0 (着外)

8/1 　第 21回 関西学生馬場馬術大会 (JRA阪神)

学生賞典馬場馬術競技 (17人)

個人成績
8. 岩里 琢治 4 ファインツバキ 598点
10. 乾 　重人 4 ミノルオー 572点

9/6～7 　第 29回 関西学生総合馬術大会 (杉谷馬事公苑)

— 9/6 —
調教審査・学生 3-DAY EVENT馬場 (11人)
岩里 琢治 4 サボダルジャン −241·2/3
山田 幸二郎4 サイビランザン −219
吉川 　学 5 白鳳 −207

耐久審査 (11人)
岩里 琢治 4 サボダルジャン E (3反抗)
山田 幸二郎4 サイビランザン E (3反抗)
吉川 　学 5 白鳳 E (3反抗)



10/10 　京都府自馬選手権大会 (京都乗馬クラブ)

第3級課目馬場馬術競技 (男子)(7人)
松田 　敏 2 アポイリージ 294点 (4位)
黒田 哲也 2 ファインスタイル 269点 (着外)

第2級課目馬場馬術競技 (男子) (10人)
山田 　武 1 ミノルオー 297点 (1位)
藤井 　正 1 ビフォーザウインド 255点 (4位)
上町 達也 1 サイビランザン 233点 (6位)
木村 　勉 1 ファインツバキ 230点 (着外)
入口 　衛 1 サイビランザン 220点 (着外)
帯屋 博義 1 アポイリージ 213点 (着外)
新居 澄人 1 ビフォーザウインド 203点 (着外)

第2級課目馬場馬術競技 (女子) (13人)
田村 美穂子1 ミノルオー 253点 (2位)
松浦 ひろみ1 ミノルオー 214点 (着外)
吉川 敏子 1 ビフォーザウインド 197点 (着外)
足立 智美 1 サイビランザン 163点 (着外)
稲吉 幸子 1 ビフォーザウインド E (場外)

中障害飛越競技 (90cm)(23人)
岩里 琢治 4 サボダルジャン −0 (Open)

12/6～7 　第 19回 淀馬術大会 (JRA京都)

— 12/6 —
学生賞典馬場馬術競技 (9人)
松田 　敏 2 ミノルオー 487点 (着外)
松村 潤一 3 ファインツバキ 425点 (着外)

小障害飛越競技A (?人)
乾 　重人 4 ロックラッド −0 (4位, J.O.−0)
松村 潤一 3 サイビランザン −0 (着外, −3; 1反抗)
相川 　哲 4 ジャックアスヒル −0 (着外, −4; 1落下)

— 12/7 —
第3級課目馬場馬術競技 (男子)(27人)
松田 　敏 2 ミノルオー 290点 (着外)
松村 潤一 3 ファインツバキ 272点 (着外)
黒田 哲也 2 ファインスタイル 267点 (着外)
胡麻崎 則男2 サボダルジャン 264点 (着外)
胡麻崎 則男2 白鳳 257点 (着外)


