
1/ 　昭和 61年度 関西学生馬術連盟定例総会 (東華菜館)

＜昭和 61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 　
乾 　重人 　昭和 61年度副幹事長

功労馬
　該当馬匹なし

1/17 　東大戦 (東京大学)

第 3級馬場馬術競技
No. 選手名 所属 馬匹名 総得点 勝点
. 松村 潤一 京都大 3 点 1
. 　　 　　 東京大 点 0
. 黒田 哲也 京都大 2 点 0
. 　　 　　 東京大 点 1
. 松田 　敏 京都大 2 点 1
. 　　 　　 東京大 点 0

障害飛越競技
No. 選手名 所属 馬匹名 総減点 タイム 勝点
. 松村 潤一 京都大 3 0 ” 1
. 　　 　　 東京大 ” 0
. 黒田 哲也 京都大 2 0 ” 0
. 　　 　　 東京大 ” 1
. 松田 　敏 京都大 2 ” 0
. 　　 　　 東京大 ” 1

障害飛越競技・同点決勝
No. 選手名 所属 馬匹名 総減点 タイム 勝点
. 　　 　　 東京大 ” 0
. 松村 潤一 京都大 3 ” 1

団体優勝 京都大学 (勝点 4)
団体準優勝 東京大学 (勝点 3)

2/22 　岡大戦 (京都大学)

障害飛越競技
No. 選手名 所属 馬匹名 総減点 タイム 勝点
. 黒田 哲也 京都大 2 サイビランザン 0 40”66 1
. 白石 順子 清心 2 サイビランザン 7 59”20 0
. 黒田 哲也 京都大 2 アポイリージ 109 — 1
. 北山 登志喜 岡山大 アポイリージ 113 — 0
. 松田 　敏 京都大 2 白鳳 3 65”70 0
. 白石 律子 清心 2 白鳳 3 56”60 1
. 胡麻崎 則男 京都大 2 ファインスタイル 0 44”50 1
. 坂口 　　 岡山大 ファインスタイル 0 47”90 0
. 胡麻崎 則男 京都大 2 ビフォーザウインド 0 42”60 1
. 田丸 　　 岡山大 ビフォーザウインド 7 54”20 0

団体優勝 京都大学 (勝点 4)
団体準優勝 岡山大学 (勝点 1)

3/29～30 　第 20回 淀馬術大会 (JRA京都)

— 3/29 —
ジュニア団体馬場馬術競技 (8人)
松村 潤一 3 ファインツバキ 516点 (着外)

第 3級課目馬場馬術競技 (27人)
山田 　武 1 ファインスタイル 345点 (着外)
木村 　勉 1 ファインツバキ 304点 (着外)
帯屋 博義 1 ビフォーザウインド 295点 (着外)
藤井 　正 1 アポイリージ 292点 (着外)

第 3級課目馬場馬術競技 (新人戦) (10人)
松田 　敏 2 アポイリージ 356点 (3位)
黒田 哲也 2 ファインスタイル 347点 (着外)
胡麻崎 則男2 ファインツバキ 319点 (着外)

第 2級課目馬場馬術競技 (女子) (17人)
吉川 敏子 1 ビフォーザウインド 241点 (着外)

— 3/30 —
小障害飛越競技A (二段階)(57人)
黒田 哲也 2 ファインスタイル −6 (着外, 第 2段階で 1反抗+T減)
胡麻崎 則男2 サイビランザン (−1.5) (第 1段階でTime Overで終了)
松田 　敏 2 アポイリージ E (第 1段階で 3反抗)

中障害飛越競技C (二段階)(40人)
松村 潤一 3 サイビランザン (−3) (第 1段階でTime Overで終了)

4/5～6 　第 26回 国立七大学総合体育大会 (東北大学)

— 4/5 —
第 1競技 Aブロック・学生 3-DAY EVENT馬場馬術競技
選手名 馬匹名 得点 順位点
松村 潤一 4 BOYS BE 131.5点 3
松田 　敏 3 滝右衛門 171.5点 1
胡麻崎 則男3 御白鷲 191.0点 6

第 2競技 Aブロック・障害飛越競技
選手名 馬匹名 減点 順位点
松田 　敏 3 杜貴 5.5 1
胡麻崎 則男3 杜舞姫 0 6
松村 潤一 4 LADY 221.5 3
　　　∗ 第 1、第 2競技の順位点合計でAブロックで 2位

— 4/6 —
第 3競技 障害飛越リレー競技 (2回戦)
選手名 馬匹名 減点
　　　∗ 5位 (1回戦は不戦勝)

団体優勝 北海道大学
団体準優勝 東北大学 　
団体第 3位 名古屋大学
最優秀選手 高野 　薫 (北海道大)
優秀選手 高橋 史明 (東北大)

藤井 春代 (名古屋大)
　　　∗ 京都大学は 5位

4/19 　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 (7人)
松村 潤一 4 サボダルジャン 487点 (着外)
松村 潤一 4 ファインツバキ 465点 (着外)

小障害飛越競技A (不明)
岩里 琢治C フリースタイル −3 (着外, 1反抗)
松村 潤一 4 サイビランザン E (3反抗)
松村 潤一 4 サボダルジャン E (3反抗)
薮本 栄三K サボダルジャン −? (Open, 2反抗?)

小障害飛越競技C (不明)
胡麻崎 則男3 ジャックアスヒル −0 (一般 2位, J.O.−8; 2落下)
山田 　武 2 サイビランザン −3 (着外, 1反抗)
松田 　敏 3 アポイリージ −? (着外, 2反抗+T減)

5/3～5 　第 19回 京都産業大学馬術大会 (京都産業大学)

— 5/3 —
Lクラス障害飛越競技 (標準)(34人)
岩里 琢治C フリースタイル −3 (着外, 1反抗)
松村 潤一 4 サイビランザン −4.5 (着外, 1反抗+T減)

Aクラス障害飛越競技 (標準)(45人)
黒田 哲也 3 ファインスタイル −0 (5位)
松村 潤一 4 サイビランザン E (3反抗)

— 5/4 —
第3級課目馬場馬術競技 (19人)
松田 　敏 3 アポイリージ 347点 (着外)
木村 　勉 2 アポイリージ 324点 (着外)
山田 　武 2 ファインツバキ 272点 (着外)
黒田 哲也 3 ファインスタイル 270点 (着外)

Lクラス障害飛越競技 (標準)(42人)
岩里 琢治C フリースタイル −0 (着外, J.O.−8; 2落下)

Aクラス障害飛越競技 (S&H)(45人)
松村 潤一 4 サイビランザン 63”80

— 5/5 —
ジュニア団体馬場馬術競技 (13人)
松村 潤一 4 サボダルジャン 454点 (着外)
松村 潤一 4 ファインツバキ 421点 (着外)

Aクラス障害飛越競技 (標準)(43人)
黒田 哲也 3 ファインスタイル −0 (着外)
松村 潤一 4 サイビランザン −0 (着外)
松田 　敏 3 アポイリージ −8.25 (着外, T減)

5/23～24 　第 25回 関西学生馬術選手権大会 (立命館大学・京都産業大学)

— 5/23 —
予選 ·学生選手権馬場 (25人)
松田 　敏 3 月勢 関学大 1位/4人中
松村 潤一 4 ステイザコース 立命館大 1位/3人中
胡麻崎 則男3 カシオペア 神戸大 2位/3人中
黒田 哲也 3 千隼 関西大 3位/3人中

準々決勝 ·学生選手権馬場 (16人)
松村 潤一 4 ビフォーザウインド 京都大 2位/4人中
松田 　敏 3 ステイザコース 立命館大 4位/4人中
胡麻崎 則男3 月勢 関学大 4位/4人中

準決勝 ·学生選手権馬場 (8人)
松村 潤一 4 白鳳 京都大 −145·1/3

— 5/24 —
準決勝 ·障碍飛越 (8人)
松村 潤一 4 浪司 大阪府大 −0
　　　∗ 松村は準決勝の 2鞍の減点合計でブロック内 1位になり決勝進出

決勝 ·障碍飛越 (4人)
松村 潤一 4 ピーターパン 京産大 −161.5 (3反抗)
松村 潤一 4 浪王座 大阪府大 −3 (1反抗)
　　　∗ 松村は決勝の 2鞍の総減点で 3位入賞し、
　　　　第 59回 全日本学生馬術選手権大会の出場権を獲得

5/31 　京都府月例馬術大会 (立命館大学)

ジュニア団体馬場馬術競技 (7人)
松村 潤一 4 サボダルジャン 476点 (着外)
松村 潤一 4 ファインツバキ 443点 (着外)

小障害飛越競技A (20人)
岩里 琢治C フリースタイル −3 (着外, 1反抗)
松村 潤一 4 サイビランザン E (3反抗)
胡麻崎 則男3 ジャックアスヒル E (3反抗)
松田 　敏 3 アポイリージ E (3反抗)
黒田 哲也 3 ファインスタイル E (3反抗)
相川 　哲C ジャックアスヒル E (3反抗)

小障害飛越競技C (15人)
木村 　勉 2 ファインスタイル −0 (3位, J.O.−0)
黒田 哲也 3 ファインスタイル −0 (Open)
松田 　敏 3 ロックラッド −3 (着外, 1反抗)
黒田 哲也 3 プリンセスギフト −3.75 (着外, 1反抗+T減)
松田 　敏 3 アポイリージ E (3反抗)
帯屋 博義 2 サイビランザン E (3反抗)
藤井 　正 2 サイビランザン E (3反抗)

中障害飛越競技B (10人)
岩里 琢治C フリースタイル −7 (着外, 1反抗 1落下)

6/19～21 　第 22回 全関西学生馬術大会 (JRA阪神)

— 6/19 —
学生賞典馬場馬術競技 (11人)
松村 潤一 4 ファインツバキ E (跛行)

新馬障碍飛越競技 (9人)
胡麻崎 則男3 ジャックアスヒル −0 (1位, J.O.−0)

障碍飛越予選競技 (54人)
松田 　敏 4 ロックラッド −0 (着外)
松村 潤一 4 サイビランザン −4 (着外, 1落下)
黒田 哲也 4 ファインスタイル −4 (着外, 1落下)
松田 　敏 4 アポイリージ −16.5 (着外, 2反抗 1落下+T減)

— 6/20 —
中障碍飛越競技C (20人)
松村 潤一 4 サイビランザン −4 (着外, 1落下)
黒田 哲也 3 ファインスタイル −11.75 (着外, 1反抗 2落下+T減)

複合馬術競技C (10人)
松村 潤一 4 サイビランザン −155.6 (5位)
黒田 哲也 3 ファインスタイル −180.05 (着外)

— 6/21 —
コンソレーション障碍飛越競技 (9人)
松田 　敏 3 アポイリージ −0 (1位)



6/21 　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)
山田 　武 2 ファインスタイル −0 (着外, J.O.−27; 2反抗+T減)
木村 　勉 2 サイビランザン −0 (着外, J.O.−42; 2反抗+T減)
藤井 　正 2 サイビランザン −4 (着外, 1落下)
帯屋 博義 2 サイビランザン −4.75 (着外, 1反抗+T減)

6/26～20 　第 14回 近畿馬術大会 (大阪市乗馬苑)

— 6/25 —
フレンドシップ障害飛越競技 (68人)
岩里 琢治C フリースタイル −8 (着外, 2落下)

— 6/26 —
中障害スピードアンドハンディネス (60人)
岩里 琢治C フリースタイル 74”44 (着外, 3落下)

— 6/27 —
標準中障害飛越競技 (59人)
岩里 琢治C フリースタイル −0 (着外, J.O.−4; 1落下)
　　　∗ 中障害飛越選手権競技の出場権は得られず

7/3～5 　第 59回 全日本学生馬術選手権大会 (馬事公苑)

— 7/3 —
1回戦 ·学生選手権馬場 (32人)
松村 潤一 4 法麗 法政大 3位/4人中
　　　∗ 2回戦進出ならず

7/11～12 　第 10回 京都府民総合体育大会馬術競技 (立命館大学)

— 7/11 —
ジュニア団体馬場馬術競技 (?人)
松村 潤一 4 サボダルジャン 474点 (着外)
松村 潤一 4 ファインツバキ 361点 (着外)
黒田 哲也 3 ミノルオー 不明 (不明)

第 3級課目馬場馬術競技 (男子)(4人)
帯屋 博義 2 アポイリージ 341点 (2位)
藤井 　正 2 ビフォーザウインド 274点 (3位)

第 3級課目馬場馬術競技 (女子)(6人)
吉川 敏子 2 アポイリージ 325点 (3位)
稲吉 幸子 2 ビフォーザウインド 257点 (着外)

— 7/12 —
中障害飛越競技B (?人)
松村 潤一 4 サイビランザン −3 (着外, 1反抗)
岩里 琢治C フリースタイル −8 (着外, 2落下)

大障害飛越競技 (130cm)(15人)
岩里 琢治C フリースタイル −8 (着外, 2落下)

小障害飛越競技 (?cm)(?人)
黒田 哲也 3 プリンセスギフト −3 (着外, 1反抗)
松田 　敏 3 アポイリージ −? (着外, 1反抗 1落下)

7/24 　第 22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
12. 胡麻崎 則男 3 サボダルジャン 571点
13. 黒田 哲也 3 ミノルオー 564点
17. 松田 　敏 3 ファインツバキ 536点

団体成績
順位 大学名 総得点
1. 立命館大学 1924点
2. 京都大学 1671点
3. (該当無)

7/24～26 　第 22回 関西学生障碍馬術大会 (JRA阪神)

— 7/24 —
障碍飛越予選競技 (Open競技)(15人)
松田 　敏 3 サイビランザン −0

— 7/25 —
標準中障碍飛越競技・第一走行 (33人)
松田 　敏 3 サイビランザン −16 (4落下)

— 7/26 —
標準中障碍飛越競技・第二走行 (31人)
松田 　敏 3 サイビランザン −64 (3反抗)

個人成績
22. 松田 　敏 3 サイビランザン −80

8/9 　第 38回 五大都市体育大会協賛馬術大会 (JRA京都)

岩里 琢治 が参加

8/29～30 　第 30回 関西学生総合馬術大会 (杉谷馬事公苑)

— 8/29 —
調教審査・学生 3-DAY EVENT馬場 (12人)
黒田 哲也 3 ファインスタイル −226·1/3
松村 潤一 4 サイビランザン −245·1/3

耐久審査 (12人)
黒田 哲也 3 ファインスタイル −20 (1反抗)
松村 潤一 4 サイビランザン E (3反抗)

— 8/30 —
余力審査 (9人)
黒田 哲也 3 ファインスタイル −5 (1落下)

個人成績 (＊印は全日本学生の権利獲得)
6. 黒田 哲也 3 ファインスタイル −251·1/3＊

9/12～15 　第 23回 西日本馬術大会 (杉谷馬事公苑)

— 9/12 —
フレンドシップ障害飛越競技 (?人)
岩里 琢治C フリースタイル −4 (着外, 1落下)

— 9/13 —
中障害スピードアンドハンディネス (63人)
岩里 琢治C フリースタイル 115”1 (1反抗 5落下+T減)

— 9/14 —
標準中障害飛越競技 (60人)
岩里 琢治C フリースタイル −20 (5落下)
　　　∗ 中障害飛越選手権競技の出場権は得られず

10/2～4 　第 31回 全日本学生 3DAY-EVENT (馬事公苑)

— 10/2 —
調教審査・学生 3-DAY EVENT馬場 (59人)
黒田 哲也 3 ファインスタイル −222

— 10/3 —
耐久審査 (59人)
黒田 哲也 3 ファインスタイル −168 (6反抗+T減)

— 10/4 —
余力審査 (?人)
黒田 哲也 3 ファインスタイル −55 (2反抗 3落下+T減)

個人成績
?. 黒田 哲也 3 ファインスタイル −445

11/23 　京都府スポーツデー馬術大会 (京都産業大学)

第2級課目馬場馬術競技 (男子) (10人)
立岩 淳一 1 ジャックアスヒル 306点 (1位)
川上 量生 1 アポイリージ 270点 (3位)
久野 秀二 1 ミノルオー 247点 (6位)

第2級課目馬場馬術競技 (女子) (9人)
石倉 幹子 1 ミノルオー 292点 (1位)
奥田 一子 1 ジャックアスヒル 285点 (2位)
渡辺 あゆみ1 アポイリージ 280点 (3位)

第3級課目馬場馬術競技 (男子)(7人)
山田 　武 2 ウエスタンコナーズ 328点 (2位)
帯屋 博義 2 サボダルジャン 298点 (4位)
藤井 　正 2 ファインツバキ 286点 (5位)

第3級課目馬場馬術競技 (女子)(3人)
稲吉 幸子 2 ミノルオー 335点 (3位)

総合馬場馬術競技 (7人)
木村 　勉 2 ジャックアスヒル 346点 (4位)
胡麻崎 則男3 サボダルジャン 298点 (着外)

低障害飛越競技 (二段階)(13人)
久野 秀二 1 プリンセスギフト (−3) (第 1段階で 1反抗で終了)
立岩 淳一 1 アポイリージ (−9) (第 1段階で 2反抗で終了)

小障害飛越競技A (二段階)(8人)
黒田 哲也 3 プリンセスギフト −0 (1位)
松田 　敏 3 アポイリージ (−9) (第 1段階で 2反抗で終了)

中障害飛越競技C (7人)
黒田 哲也 3 ファインスタイル −4 (6位, 1落下)

12/6～7 　第 21回 淀馬術大会 (JRA京都)

— 12/6 —
第3級課目馬場馬術競技 (男子)(16人)
木村 　勉 2 ジャックアスヒル 359点 (着外)
山田 　武 2 ウエスタンコナーズ 345点 (着外)
藤井 　正 2 ファインツバキ 303点 (着外)
帯屋 博義 2 ミノルオー 302点 (着外)

第3級課目馬場馬術競技 (女子)(11人)
稲吉 幸子 2 アポイリージ 309点 (着外)

第2級課目馬場馬術競技 (13人)
渡辺 あゆみ1 ジャックアスヒル 283点 (3位)
奥田 一子 1 アポイリージ 276点 (着外)
川上 量生 1 ミノルオー 221.5点 (着外)

— 12/7 —
小障害飛越競技B (二段階)(31人)
山田 　武 2 プリンセスギフト −0 (着外)
帯屋 博義 2 ファインスタイル −3 (着外, 第 2段階で 1反抗)
木村 　勉 2 サイビランザン (?) (第 1段階で 1反抗で終了)
松田 　敏 3 アポイリージ E (第 1段階で 3反抗)

小障害飛越競技A (二段階)(42人)
黒田 哲也 3 プリンセスギフト −0 (着外)
胡麻崎 則男3 サイビランザン −0 (着外)

中障害飛越競技C (41人)
岩里 琢治C フリースタイル −0 (着外, J.O.−21; 1反抗?+T減)
黒田 哲也 3 ファインスタイル −3.75 (着外, 1反抗+T減)
胡麻崎 則男3 サイビランザン −26 (着外, 2反抗?+T減)

中障害飛越競技C 選抜 (14人)
黒田 哲也 3 ファインスタイル −8 (着外, 2落下)

中障害飛越競技B (?人)
岩里 琢治C フリースタイル −? (着外, 2反抗 1落下?+?)


