
1/9 　昭和 62年度 関西学生馬術連盟定例総会 (東華菜館)

＜昭和 62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

1/30～31 　東大戦 (京都大学)

第3級馬場馬術競技
No. 選手名 所属 馬匹名 総得点 勝点
1. 胡麻崎 則男 京都大3 ファインツバキ 295点 1
2. 乾 　 　潔 東京大3 ジャックアスヒル 314点 0
3. 黒田 哲也 京都大3 アポイリージ 355点 1
4. 下平 靖雄 東京大3 ファインツバキ 270点 0
5. 松田 　敏 京都大3 ジャックアスヒル 339点 1
6. 松本 信也 東京大3 アポイリージ 340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
1. 乾 　 　潔 東京大3 ファインスタイル 0 81”8 1
2. 黒田 哲也 京都大3 サイビランザン E — 0
3. 下平 靖雄 東京大3 プリンセスギフト 0 84”2 1
4. 松田 　敏 京都大3 ファインスタイル 3 96”0 0
5. 松本 信也 東京大3 サイビランザン 0 88”2 1
6. 胡麻崎 則男 京都大3 プリンセスギフト 4 81”0 0

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
1. 松本 信也 東京大3 フリースタイル 3 102”6 0
2. 松田 　敏 京都大3 フリースタイル 0 85”2 1

団体優勝 京都大学 (勝点 4)
団体準優勝 東京大学 (勝点 3)
優秀馬場選手 黒田 哲也 (京都大)
優秀障害選手 乾 　 　潔 (東京大)

2/27 　岡大戦 (岡山大学)

障害飛越競技
No. 選手名 所属 馬匹名 総減点 タイム
1. 木村 　勉 京都大2 ブラックヘッド 0
2. 薮下 邦博 岡山大2 星若 5
3. 帯屋 博義 京都大2 旭翠 0
4. 山内 　　 理科大2 旭桜 3
5. 北垣 和宏 岡山大2 ブラックヘッド 0
6. 山田 　武 京都大2 星若 0
7. 林 　 　　 大 2 旭翠 0
8. 藤井 　正 京都大2 旭桜 0

団体優勝 京都大学 (総減点 0)
団体準優勝 岡山大学 (総減点 8)

3/20～21 　第 22回 淀馬術大会 (JRA京都)

— 3/20 —
ジュニア団体馬場馬術競技 (14人)
松田 　敏 3 アポイリージ 532点 (着外)
藤井 　正 2 ファインツバキ 500点 (着外)

第3級課目馬場馬術競技 (男子) (26人)
山田 　武 2 ウエスタンコナーズ 361点 (着外)
岩里 琢治C フリースタイル 342点 (着外)
帯屋 博義 2 ファインツバキ 342点 (着外)

第3級課目馬場馬術競技 (女子) (17人)
稲吉 幸子 2 ウエスタンコナーズ 338点 (4位)
吉川 敏子 2 ミノルオー 318点 (着外)

第3級課目馬場馬術競技 (京都 4大学新人戦) (17人)
立岩 淳一 1 ウエスタンコナーズ 335点 (5位)
渡辺 あゆみ1 ミノルオー 312点 (着外)
奥田 一子 1 ファインツバキ 300点 (着外)
川上 量生 1 アポイリージ 298点 (着外)
石倉 幹子 1 ジャックアスヒル 295点 (着外)

— 3/21 —
小障害飛越競技A (58人)
藤井 　正 2 ファインスタイル −0 (着外)
木村 　勉 2 ジャックアスヒル E (3反抗)

小障害飛越競技A (新人戦)(9人)
川上 量生 1 サイビランザン −3 (4位, 1反抗)
立岩 淳一 1 プリンセスギフト −19.75 (着外, 1反抗 2落下+T減)

中障害飛越競技C (75人)
黒田 哲也 3 ファインスタイル −0 (着外)
黒田 哲也 3 プリンセスギフト −0 (着外)
岩里 琢治C フリースタイル −4 (着外, 1落下)
松田 　敏 3 サイビランザン −12.25 (着外, 1反抗 1落下+T減)

中障害飛越競技B (31人)
岩里 琢治C フリースタイル −8 (着外, 2落下)

4/2～3 　第 27回 国立七大学総合体育大会 (東京大学)

松田、黒田、木村
— 4/2 —
予選Bブロック・第 3級課目馬場馬術競技
選手名 馬匹名 得点
　　　∗ 総得点で Bブロックで 2位になり、4位決定戦に進出

— 4/3 —
4位決定戦・障害飛越競技
選手名 馬匹名 減点
　　　∗ 総得点で名古屋大に勝ち、決勝戦に進出
決勝戦・障害飛越競技
選手名 馬匹名 減点

団体優勝 東北大学 　
団体準優勝 北海道大学
団体第 3位 京都大学 　
最優秀選手 上田 　享 (東北大)
優秀選手 木村 　勉 (京都大)

4/17 　京都国体第 2次選考会 (京都乗馬クラブ)

第 3級課目馬場馬術競技 (16人)
吉川 敏子 4 ミノルオー 340点 (3位)
奥田 一子 2 ジャックアスヒル 313点 (着外)
藤井 　正 4 ファインツバキ 304.5点 (着外)
渡辺 あゆみ2 アポイリージ 295点 (着外)
稲吉 幸子 4 ファインツバキ 291点 (着外)

小障害飛越競技A (31人)
木村 　勉 3 ジャックアスヒル −6.5 (着外, 1反抗+T減)
藤井 　正 3 プリンセスギフト −9.75 (着外, 1反抗 1落下+T減)
松田 　敏 4 アポイリージ E (3反抗)

中障害飛越競技C (36人)
黒田 哲也 4 プリンセスギフト −1.25 (着外, T減)

5/4～5 　第 20回 京都産業大学馬術大会 (京都産業大学)

— 5/4 —
第 3級課目馬場馬術競技 (一般)(30人)
山田 　武 3 ウエスタンコナーズ 369点 (着外)
石倉 幹子 2 ファインツバキ 280点 (着外)

Lクラス障害飛越競技 (S&H)(54人)
黒田 哲也 4 ファインスタイル 104”34 (着外, 1反抗)
岩里 琢治C フリースタイル 116”46 (着外, ?)
松田 　敏 4 サイビランザン 136”93 (着外, ?)
黒田 哲也 4 プリンセスギフト 186”60 (着外, 2反抗)

Aクラス障害飛越競技 (S&H)(??人)
藤井 　正 3 ファインスタイル ” (着外, 1反抗)
木村 　勉 3 ジャックアスヒル E (1反抗失権 (特別ルール))

— 5/5 —
ジュニア団体馬場馬術競技 (13人)
吉川 敏子 3 ミノルオー 517点 (着外)
松田 　敏 4 アポイリージ 507点 (着外)
藤井 　正 3 ファインツバキ 492点 (着外)
山田 　武 3 サボダルジャン 488点 (着外)

Lクラス障害飛越競技 (標準)(57人)
松田 　敏 4 サイビランザン −0 (着外)
黒田 哲也 4 ファインスタイル −3 (着外, 1反抗)
黒田 哲也 4 プリンセスギフト −4 (着外, 1落下)

Mクラス障害飛越競技 (標準)(31人)
岩里 琢治C フリースタイル −0 (着外, J.O.−42; ?)

Aクラス障害飛越競技 (二段階)(63人)
相川 　哲C ジャックアスヒル −0 (着外)
帯屋 博義 3 サイビランザン −0 (着外)
立岩 淳一 2 ファインスタイル (−4) (1段階目で 1落下)
松田 　敏 4 アポイリージ E (3反抗)
木村 　勉 3 ジャックアスヒル E (3反抗)
川上 量生 1 プリンセスギフト E (3反抗)

高校・婦人障害飛越競技 (二段階)(?人)
吉川 敏子 3 プリンセスギフト −0 (着外)

5/21～22 　第 26回 関西学生馬術選手権大会 (立命館大学・京都産業大学)

— 5/21 —
予選 ·学生選手権馬場 (23人)
藤井 　正 3 神威 神戸大 1位/2人中
木村 　勉 3 鳳蘭 同志社大 1位/3人中

準々決勝 ·学生選手権馬場 (16人)
木村 　勉 3 凌華 神戸大 1位/4人中
藤井 　正 3 ステイザコース 立命館大 同率 2位/4人中
藤井 　正 3 ベラクルス 京産大 2位/2人中 (再審査分)

準決勝 ·学生選手権馬場 (8人)
木村 　勉 3 ビフォーザウインド 京都大 −173

— 5/22 —
準決勝 ·障碍飛越 (8人)
木村 　勉 3 千駛 関西大 −5.25 (1反抗+T減)
　　　∗ 木村は準決勝の 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)
木村 　勉 3 浪星 大阪府大 −281.5 (3反抗)
木村 　勉 3 クレモナ 同志社大 −221.5 (3反抗)
　　　∗ 木村は 5～8位決定戦の 2鞍の総減点で 6位入賞し、
　　　　第 9回 学生馬術東西対抗競技会の出場権を獲得

5/21～22 　第 24回 関西学生馬術女子選手権大会 (立命館大学・京都産業大学)

— 5/21 —
予選 ·学生選手権女子馬場 (17人)
吉川 敏子 3 月勢 関学大 2位/6人中
稲吉 幸子 3 シェルブール 立命館大 6位/6人中

— 5/22 —
準決勝戦 ·障害飛越 (6人)
吉川 敏子 3 マンドレー 京産大 3位/3人中
　　　∗ 吉川はブロック内 3位で 5位入賞

5/22 　第 9回 学生馬術東西対抗競技会 (京都産業大学)

障害飛越競技
木村 　勉 3 インディーモア 京産大 −15 (1反抗 3落下)
　　　∗ 木村は対馬負け、関西学生は負け (全体で 2勝 3敗 2分)

5/29 　立命館大学体育会馬術部創立 70周年記念競技会 (立命館大学)

ジュニア団体馬場馬術競技 (11人)
藤井 　正 3 ファインツバキ 638点 (3位)
山田 　武 3 サボダルジャン 498点 (着外)
吉川 敏子 3 ミノルオー E (ベル前)

第 3級課目馬場馬術競技 (11人)
立岩 淳一 2 ミノルオー 298点 (着外)

中障害飛越競技B (3人)
岩里 琢治C フリースタイル −4 (2位, 1落下)
黒田 哲也 4 ファインスタイル −12.5 (3位, 2反抗+T減)

中障害飛越競技C (8人)
松田 　敏 4 サイビランザン −4 (3位, 1落下)
吉田 憲治 ∗ フリースタイル −4 (着外, 1落下)

小障害飛越競技B (9人)
石倉 幹子 2 ファインスタイル −3.5 (1位, 1反抗+T減)
奥田 一子 2 プリンセスギフト −10.5 (3位, 2反抗+T減)



6/4～5 　第 11回 京都府民総合体育大会馬術競技 (京都府馬術競技場)

— 6/4 —
複合馬術競技 (馬場馬術)(11人)
岩里 琢治C フリースタイル −136.33

中障害飛越競技B (22人)
黒田 哲也 4 ファインスタイル −8.25 (着外, 2落下+T減)
岩里 琢治C フリースタイル −12 (着外, 3落下)
黒田 哲也 4 プリンセスギフト E (3反抗)

中障害飛越競技C (100cm)(23人)
吉田 憲治 ∗ フリースタイル −0 (着外)
帯屋 博義 3 サイビランザン −4 (3位 (一般の部))
木村 　勉 3 ジャックアスヒル −16.25 (着外, 1反抗 2落下+T減)
黒田 哲也 4 プリンセスギフト −24.25 (着外, 2反抗 1落下+T減)
松田 　敏 4 ロックラッド E (3反抗)

— 6/5 —
ジュニア団体馬場馬術競技 (10人)
吉川 敏子 3 ミノルオー 519点 (3位)
藤井 　正 3 ファインツバキ 467点 (着外)
山田 　武 3 サボダルジャン 458点 (着外)

第3級課目馬場馬術競技 (一般)(4人)
川上 量生 2 ファインツバキ 331点 (2位)

複合馬術競技 (障害飛越)(10人)
岩里 琢治C フリースタイル −0 (合計 −136.33)

中障害飛越競技 (110cm, 高校の部)(11人)
吉田 憲治 ∗ フリースタイル −0 (着外, J.O.−4; 1落下)

中障害飛越競技 (110cm, 一般の部)(7人)
黒田 哲也 4 プリンセスギフト −0 (1位, J.O.−0)
松田 　敏 4 サイビランザン −0 (2位, J.O.−0)
黒田 哲也 4 ファインスタイル −9 (着外, 2反抗)

6/17～19 　第 23回 全関西学生馬術大会 (JRA阪神)

— 6/17 —
学生賞典馬場馬術競技 (23人)
藤井 　正 4 ファインツバキ 647点 (5位)
松田 　敏 4 アポイリージ 607点 (着外)
吉川 敏子 4 ミノルオー 597点 (着外)
山田 　武 4 サボダルジャン 546点 (着外)

障碍飛越予選競技 (57人)
松田 　敏 4 サイビランザン −0 (5位)
黒田 哲也 4 ファインスタイル −0 (着外)
木村 　勉 3 ジャックアスヒル −4 (着外, 1落下)
黒田 哲也 4 プリンセスギフト −5.25 (着外, 1反抗+T減)

— 6/18 —
中障碍飛越競技C (21人)
松田 　敏 4 サイビランザン −0 (1位)
黒田 哲也 4 プリンセスギフト −9 (着外, 1反抗 1落下+T減)

中障碍飛越競技B (21人)
黒田 哲也 4 ファインスタイル −4 (6位, 1落下)

複合馬術競技C (12人)
松田 　敏 4 サイビランザン −143.33 (6位)
黒田 哲也 4 プリンセスギフト −158 (着外)

複合馬術競技B (6人)
黒田 哲也 4 ファインスタイル −148 (2位)

6/18～19 　第 20回 関西学生女子自馬大会 (JRA阪神)

— 6/18 —
関西女子学生馬場馬術競技 (第 2課目馬場)(20人)
石倉 幹子 2 ジャックアスヒル 338点 (5位)
奥田 一子 2 ファインツバキ 310点 (着外)

女子総合馬場馬術競技 (15人)
吉川 敏子 3 ミノルオー 332.5点 (3位)
稲吉 幸子 3 アポイリージ 326.5点 (着外)

— 6/19 —
女子障碍飛越競技 (34人)
稲吉 幸子 3 プリンセスギフト −0 (着外, J.O.−0)

6/19 　第 19回 関西学生新人馬術大会 (JRA阪神)

新人障碍飛越競技 (36人)
川上 量生 2 サイビランザン −0 (着外, J.O.−16; ?)
立岩 淳一 2 ファインスタイル −4 (着外, 1落下)

6/25～26 　第 43回 国民体育大会馬術競技リハーサル大会 (京都府馬術競技場)

— 6/25 —
成年総合馬術競技・馬場馬術 (17人)
岩里 琢治C フリースタイル −132

少年障害飛越競技 (36人)
吉田 憲治 ∗ フリースタイル −8 (2落下)

成年総合馬術競技・野外騎乗 (17人)
岩里 琢治C フリースタイル −0

— 6/26 —
成年総合馬術競技・障害飛越 (12人)
岩里 琢治C フリースタイル −10 (2落下)

成年総合馬術競技 個人成績
7. 岩里 琢治C フリースタイル −142

7/7～10 　第 15回 近畿馬術大会 (JRA阪神)

— 7/8 —
中障害スピードアンドハンディネス (56人)
岩里 琢治C フリースタイル 97”8 (着外, 1落下)

— 7/9 —
標準中障害飛越競技 (56人)
岩里 琢治C フリースタイル −16.5 (着外, 1反抗 3落下+T減)
　　　∗ 中障害飛越選手権競技の出場権は得られず
標準高校生障害飛越競技 (10人)
吉田 憲治 ∗ フリースタイル −4 (着外, 1落下)

7/22～24 　第 22回 全日本高等学校馬術競技大会 (JRA阪神)

関西学生馬術連盟の依頼で 1頭貸与 (ビフォーザウインド )
— 7/22 —
[第 1回戦]
＊＊ ＊＊ ＊＊＊ −0
＊＊ ＊＊ ＊＊＊ ＊＊ (1反抗)
＊＊ ＊＊ ＊＊＊ E (場外)
＊＊ ＊＊ ＊＊＊ E (3反抗)

— 7/23 —
[第 2回戦]
＊＊ ＊＊ −0 ＊＊
＊＊ ＊＊ −4 ＊＊ (1落下?)
＊＊ ＊＊ E ＊＊ (3反抗)
＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ (2反抗)

— 7/24 —
[第 3回戦]
＊＊ ＊＊ ＊＊＊ ＊＊ (＊＊)
＊＊ ＊＊ ＊＊＊ ＊＊ (＊＊)

7/30～31 　第 36回 びわ湖馬術競技大会 (大津市大谷乗馬場)

— 7/30 —
小障害飛越競技 (??人)
木村 　勉 3 ジャックアスヒル −0 (着外, J.O.−0)
松田 　敏 4 ロックラッド −0 (着外, J.O.−?; 1反抗)

8/5 　第 23回 関西学生馬場馬術大会 (JRA阪神)

学生賞典馬場馬術競技 (21人)

個人成績
8. 松田 　敏 4 アポイリージ 666点
11. 藤井 　正 4 ファインツバキ 641点
14. 山田 　武 4 サボダルジャン 598点
18. 吉川 敏子 4 ミノルオー 575点

団体成績
順位 大学名 総得点
1. 京都産業大 2035点
2. 立命館大 1951点
3. 京都大学 1905点

8/5～7 　第 23回 関西学生障碍馬術大会 (JRA阪神)

— 8/6 —
標準中障碍飛越競技・第一走行 (38人)
黒田 哲也 4 ファインスタイル −7 (1反抗 1落下)
松田 　敏 4 サイビランザン −16.25 (2反抗 1落下+T減)

— 8/7 —
標準中障碍飛越競技・第二走行 (37人)
黒田 哲也 4 ファインスタイル −4 (1落下)
松田 　敏 4 サイビランザン −87.25 (3反抗)

個人成績 (＊印は全日本学生の権利獲得)
5. 黒田 哲也 4 ファインスタイル −11 ＊
19. 松田 　敏 4 サイビランザン −103.5 ＊

8/7 　第 2回 関西社会人選抜学生選抜対抗戦 (JRA阪神)

障碍飛越競技
長谷川 雄二 レッキス ビフォーザウインド − (1反抗?)
中根 　章 京産大 ビフォーザウインド − (1反抗?)
　　　∗ 4勝 3敗で社会人選抜の勝ち

8/14～17 　京都国体最終選考会 (京都府馬術競技場)

— 8/14 —
総合馬術競技・馬場 (8人)
岩里 琢治C フリースタイル −125

— 8/15 —
総合馬術競技・野外 (8人)
岩里 琢治C フリースタイル −2.8 (T減)

— 8/16 —
総合馬術競技・障害 (7人)
岩里 琢治C フリースタイル −1.25 (T減)

個人成績
3. 岩里 琢治C フリースタイル −129·1/20
　　　∗ 岩里は京都国体の選手に選考される
少年障害飛越競技 (16人)
吉田 憲治 ∗ フリースタイル −12.75 (1反抗 1落下+T減)
　　　∗ 吉田は第一走行で減点が多く、第二走行の権利得られず
　　　　　(京都国体の選手に選考されず)

8/27～28 　第 31回 関西学生総合馬術大会 (杉谷馬事公苑)

— 8/27 —
調教審査・学生 3-DAY EVENT馬場 (17人)
木村 　勉 3 ジャックアスヒル −196·1/3
松田 　敏 4 サイビランザン −236·1/3

耐久審査 (17人)
松田 　敏 4 サイビランザン −20 (1反抗)
木村 　勉 3 ジャックアスヒル −60 (3反抗)

— 8/28 —
余力審査 (15人)
松田 　敏 4 サイビランザン −24.75 (1反抗 2落下+T減)
木村 　勉 3 ジャックアスヒル −26 (1反抗 3落下+T減)

個人成績 (＊印は全日本学生の権利獲得)
8. 松田 　敏 4 サイビランザン −281·1/12＊
9. 木村 　勉 3 ジャックアスヒル −282·1/3 ＊

9/18 　京都府スポーツデー馬術大会 (京都府馬術競技場)

ジュニア団体馬場馬術競技 (10人)
吉川 敏子 3 ミノルオー 530点 (3位)
藤井 　正 3 ファインツバキ 400点 (着外)
山田 　武 3 サボダルジャン 493点 (着外)

第 2級課目馬場馬術競技 (男子) (6人)
額賀 信尾 1 ジャックアスヒル 322点 (1位)
棚口 和男 1 ファインツバキ 249点 (2位)
小沢 耕介 1 ビフォーザウインド 245点 (着外)
佐渡 　嗣 1 アポイリージ 237点 (着外)

第 2級課目馬場馬術競技 (女子) (8人)
岩本 裕子 1 ミノルオー 291点 (1位)
日下部 晶子1 ジャックアスヒル 285点 (2位)
川東 慶子 1 アポイリージ 271点 (4位)
平野 道子 1 ビフォーザウインド 248点 (着外)
門脇 志帆 1 アポイリージ E (場外)

第 3級課目馬場馬術競技 (男子)(12人)
藤井 　正 3 ワンダーアミューズ 332点 (Open)

第 3級課目馬場馬術競技 (女子)(6人)
稲吉 幸子 3 アポイリージ 335点 (5位)

中障害飛越競技B (12人)
黒田 哲也 4 ファインスタイル −0 (2位, J.O.−4; 1落下)

中障害飛越競技C (13人)
木村 　勉 3 ジャックアスヒル −7 (着外, 1反抗 1落下)



小障害飛越競技A (13人)
立岩 淳一 2 ファインスタイル −0 (1位)

小障害飛越競技B (男子)(7人)
木村 　勉 3 ビフォーザウインド −4 (2位, 1落下)
帯屋 博義 3 ロックラッド −9.75 (着外, 2反抗+T減)

小障害飛越競技B (女子)(7人)
奥田 一子 2 プリンセスギフト −0.75 (3位, T減)

低障害飛越競技 (8人)
山田 　武 3 サボダルジャン −4.5 (1位, 1反抗+T減)
藤井 　正 3 ワンダーアミューズ −11 (2位, 2反抗+T減)

10/16～19 　第 43回 国民体育大会馬術競技 (京都府馬術競技場)

— 10/16 —
成年総合馬術競技・馬場 (19人)
岩里 琢治C 金閣 −130·2/3

— 10/17 —
成年総合馬術競技・野外 (17人)
岩里 琢治C 金閣 −20.8 (T減)

— 10/18 —
成年総合馬術競技・障害 (8人)
岩里 琢治C 金閣 −0

個人成績
3. 岩里 琢治C 金閣 −151·7/15
　　　∗ 金閣とはフリースタイルの国体時の名前
　　　∗ 成年総合馬術競技では藤田孝文 (立命館大OB)・フライボイテル (国体名は弁慶)
　　　　　が 1位、井上正樹 (京産大OB)・インターフェイスが 2位となり、
　　　　　京都府の天皇杯優勝に大きく貢献

11/1～2 　第 38回 全日本学生障害飛越競技会 (於 馬事公苑)

— 11/1 —
標準中障害飛越競技・第一走行 (92人)
黒田 哲也 4 ファインスタイル −11 (1反抗 2落下)
松田 　敏 4 サイビランザン E (3反抗)

— 11/2 —
標準中障害飛越競技・第二走行 (75人)
黒田 哲也 4 ファインスタイル −12 (3落下)
　　　∗ 個人参加のため松田は第二走行の出場権利得られず
個人成績

27. 黒田 哲也 4 ファインスタイル −23

11/4～6 　第 31回 全日本学生 3DAY-EVENT (馬事公苑)

— 11/4 —
調教審査・学生 3-DAY EVENT馬場 (65人)
木村 　勉 3 ジャックアスヒル −171·5/6
松田 　敏 4 サイビランザン −220

— 11/5 —
耐久審査 (65人)
松田 　敏 4 サイビランザン −28 (1反抗+T減)
木村 　勉 3 ジャックアスヒル E (3反抗)

— 11/5 —
余力審査 (65人)
松田 　敏 4 サイビランザン −29.25 (1反抗 2落下+T減)

個人成績
29. 松田 　敏 4 サイビランザン −277·1/4

12/4～5 　第 23回 淀馬術大会 (JRA京都)

— 12/4 —
ジュニア団体馬場馬術競技 (17人)
木村 　勉 3 ジャックアスヒル 588点 (5位)
山田 　武 3 サボダルジャン 540点 (着外)
吉川 敏子 3 ミノルオー 537点 (着外)
藤井 　正 3 ファインツバキ 526点 (着外)

第 3級課目馬場馬術競技 (男子)(19人)
小沢 耕介 1 ジャックアスヒル 333点 (着外)
山田 　武 3 ファインスタイル 312点 (着外)
帯屋 博義 3 ロックラッド 305点 (着外)

第 3級課目馬場馬術競技 (女子)(18人)
門脇 志帆 1 ジャックアスヒル 323点 (着外)
宮野 きぬ 1 ミノルオー 317点 (着外)
石倉 幹子 2 ウエスタンコナーズ 311点 (着外)
吉川 敏子 3 ナスノダイキチ 217点 (着外)

— 12/5 —
小障害飛越競技A (54人)
山田 　武 3 ファインスタイル −0 (3位)
帯屋 博義 3 サイビランザン −0 (4位)
木村 　勉 3 フリースタイル −0 (着外)
帯屋 博義 3 ロックラッド E (3反抗)

中障害飛越競技C (58人)
帯屋 博義 3 サイビランザン −0 (着外)
山田 　武 3 ファインスタイル −0 (着外)
木村 　勉 3 フリースタイル −4 (着外, 1落下)


