
1/12 　平成元年度 関西学生馬術連盟定例総会 (東華菜館)

＜平成元年度 関西学生馬術連盟年間表彰＞
関西最優団体
順位 大学名 得点計 順位 大学名 得点計
1. 京都産業大学 52点 4. 同志社大学 　40点
2. 大阪府立大学 42点 5. 京都大学 22点
2. 関西学院大学 42点 6. 立命館大学 10点

関西三大大会優秀団体
順位 大学名 得点計
1. 京都大学 22点
2. 京都産業大学 18点
3. 神戸大学 5点

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
順位 馬匹名 大学名 得点計
1. ベラクルス 京都産業大 55点
2. 浪翼 大阪府立大 52点
3. リブラ 京都産業大 38点
4. フリースタイル 京都大 24点

功労賞 　
帯屋 博義 　平成元年度会計委員

功労馬
　該当馬匹なし

1/13～14 　東大戦 (京都大学)

— 1/13 —
第 3級馬場馬術競技

No. 選手名 所属 馬匹名 総得点 減点
1. 額賀 信尾 京都大 2 ジャックアスヒル 372点 106
2. 谷口 健二 東京大 3 アポイリージ 339点 117
3. 佐渡 　嗣 京都大 2 ファインツバキ 328点 120·2/3
4. 谷口 琢哉 東京大 3 ジャックアスヒル 357点 111
5. 石倉 幹子 京都大 3 アポイリージ 417点 91
6. 滝田 裕士 東京大 3 ファインツバキ 274点 138·2/3

— 1/14 —
小障害飛越競技

No. 選手名 所属 馬匹名 総減点 タイム
1. 谷口 健二 東京大 3 ファインスタイル 0 67”5
2. 佐渡 　嗣 京都大 2 サイビランザン 3 87”4
3. 滝田 裕士 東京大 3 ビフォーザウインド 227 —
4. 額賀 信尾 京都大 2 ファインスタイル 0 75”2
5. 谷口 琢哉 東京大 3 サイビランザン 0 78”6
6. 石倉 幹子 京都大 3 ビフォーザウインド 189 —

団体優勝 京都大学 (総減点 509·2/3)
団体準優勝 東京大学 (総減点 593·2/3)
最優秀選手 石倉 幹子 　(京都大)

3/3～4 　岡大戦 (岡山大学)

— 3/3 —
No. 選手名 所属 馬匹名 総得点 勝点
1. 平野 道子 京都大 2 旭隼 −101.5点 0
2. 門脇 志帆 京都大 2 メジロホルン 295点 0
3. 宮野 きぬ 京都大 2 旭竜 259点 0
4. 小沢 耕介 京都大 2 旭桜 312点 1
5. 竹井 菜美 岡山大 2 旭隼 106.5点 1
6. 丸山 博司 岡山大 3 メジロホルン 321点 1
7. 竹村 博行 岡山大 2 旭竜 272点 1
8. 山本 裕子 岡山大 2 旭桜 294点 0

— 3/4 —
障害飛越競技

No. 選手名 所属 馬匹名 総減点 タイム 勝点
1. 竹井 菜美 岡山大 2 ブラックヘッド 0 60”4 1
2. 丸山 博司 岡山大 3 メジロホルン 5 91”3 0
3. 竹村 博行 岡山大 2 旭隼 4 75”3 0
4. 山本 裕子 岡山大 2 メジロホルン 6.25 96”6 1
5. 門脇 志帆 京都大 2 ブラックヘッド 0 60”6 0
6. 宮野 きぬ 京都大 2 メジロホルン 0 76”9 1
7. 小沢 耕介 京都大 2 旭隼 0 75”3 1
8. 平野 道子 京都大 2 メジロホルン E — 0

団体優勝 岡山大学 (勝点 5)
団体準優勝 京都大学 (勝点 3)
優秀選手 竹井 菜美 　(岡山大)

3/11 　京都府月例馬術大会・京都府新人馬術大会 (立命館大学)

ジュニア団体馬場馬術競技 (10人)
石倉 幹子 3 アポイリージ 517点 (着外)
佐渡 　嗣 2 ファインツバキ 459点 (着外)

第 3級課目馬場馬術競技 (新人) (8人)
九十九 伸一2 ジャックアスヒル 352点 (着外)
高谷 大輔 2 ファインツバキ 317点 (着外)
宮内 英明 2 アポイリージ 302点 (着外)

小障害飛越競技B (23人)
宮野 きぬ 2 ナスノダイキチ −0.25 (着外, T減)
木村 　勉 4 レッドオーカン E (3反抗)

中障害飛越競技C (15人)
岩里 琢治C ナスノダイキチ E (3反抗)
　　　∗ 新人戦 団体 2位

4/6～7 　第 29回 国立七大学総合体育大会 (北海道大学)

— 4/6 —
予選Aブロック・第 3級課目馬場馬術競技
選手名 馬匹名 得点
佐渡 　嗣 3 北銀 322点
小沢 耕介 3 明日桧 300点
額賀 信尾 3 北駿 307点
　　　∗ 総得点でブロック内 2位になり、4位決定戦に進出

— 4/7 —
4位決定戦・障害飛越競技
選手名 馬匹名 減点
佐渡 　嗣 3 北銀 4
額賀 信尾 3 北駿 0
小沢 耕介 3 明日桧 3
　　　∗ 4位決定戦 (対 東京大学) で負け、4位決定

団体優勝 東京大学 　(決勝 −0)
団体準優勝 北海道大学 (決勝 −4)
団体第 3位 東北大学 　(決勝 −8)
最優秀選手 谷口 琢也 (東京大)
優秀選手 堀川 環樹 (北海道大)

　　　∗ 京都大学は 4位

4/15 　京都府月例馬術大会 (京都産業大学)

ジュニア団体馬場馬術競技 (12人)
石倉 幹子 4 アポイリージ 682点 (着外)
小沢 耕介 3 ジャックアスヒル 603点 (着外)
佐渡 　嗣 3 ファインツバキ 569点 (着外)

第3級課目馬場馬術競技 (13人)
大橋 圭太 2 ワンダーアミューズ 337点 (着外)
額賀 信尾 3 ファインツバキ 321点 (着外)

小障害飛越競技C (13人)
小沢 耕介 3 ジャックアスヒル −0 (2位)
石倉 幹子 4 アポイリージ E (3反抗)

小障害飛越競技B (18人)
大橋 圭太 2 ファインスタイル −3 (着外, 1反抗)
木村 　勉 5 レッドオーカン −5 (着外, ?)
小沢 耕介 3 ジャックアスヒル −9 (着外, ?反抗)
九十九 伸一2 サイビランザン E (3反抗)

小障害飛越競技A (26人)
佐渡 　嗣 3 フリースタイル −0 (着外)
石倉 幹子 4 ファインスタイル −0 (着外)
木村 　勉 5 レッドオーカン −4.25 (着外, 1反抗+T減)
藤井 　正C ワンダーアミューズ E (3反抗)

中障害飛越競技C (19人)
額賀 信尾 4 サイビランザン −0 (2位)
石倉 幹子 4 ファインスタイル −0 (着外)

5/3～4 　第 28回 関西学生馬術選手権大会 (京都産業大学)

— 5/3 —
予選 ·部班 (人)
額賀 信尾 3 甲彗 甲南大 位/ 人中
佐渡 　嗣 3 柊雪 立命館大 位/ 人中
小沢 耕介 3 ハミングバード 京産大 位/ 人中
　　　∗ 額賀は準々決勝に進出
準々決勝 ·第 2級課目 (16人)
額賀 信尾 3 月富士 関学大 2位/4人中
　　　∗ 額賀は準々決勝に進出
準決勝 ·学生選手権馬場 (8人)
額賀 信尾 3 シルバーブリッヂ 京産大 −142

— 5/4 —
準決勝 ·障碍飛越 (8人)
額賀 信尾 3 千麗 関西大 −?
　　　∗ 額賀は準決勝 2鞍の減点合計でブロック内 4位になり、入賞せず

5/3～4 　第 26回 関西学生馬術女子選手権大会 (京都産業大学)

— 5/3 —
予選 ·部班 (人)
石倉 幹子 4 スマッシュ 関西大 1位/ 人中
　　　∗ 石倉は準決勝に進出
準決勝 ·学生選手権馬場 (8人)
石倉 幹子 4 リブラ 京産大 −132

— 5/4 —
準決勝 ·障碍飛越 (8人)
石倉 幹子 4 アレックス 立命館大 −?
　　　∗ 石倉は準決勝 2鞍の減点合計でブロック内 3位となり、5位入賞

5/20～21 　第 26回 淀馬術大会 (JRA京都)

— 5/20 —
ジュニア団体馬場馬術競技 (18人)
石倉 幹子 4 アポイリージ 559点 (着外)
藤井 　正C ウエスタンコナーズ 548点 (着外)
額賀 信尾 3 ミノルオー 546点 (着外)
小沢 耕介 3 ジャックアスヒル 494点 (着外)
佐渡 　嗣 3 ファインツバキ 437点 (着外)

第3級課目馬場馬術競技 (22人)
小沢 耕介 3 ビフォーザウインド 330点 (着外)
宮内 英明 2 ファインツバキ 262点 (着外)

第3級課目馬場馬術競技 (複合)(17人)
石倉 幹子 4 ファインスタイル 311点 (着外)
額賀 信尾 3 サイビランザン 255点 (着外)

— 5/21 —
小障害飛越競技B (31人)
高谷 大輔 2 ファインスタイル −0 (着外)
九十九 伸一2 サイビランザン −3 (着外, 1反抗)

小障害飛越競技A (48人)
額賀 信尾 3 サイビランザン −0 (1位)
石倉 幹子 4 ファインスタイル −0 (2位)

中障害飛越競技C (51人)
額賀 信尾 3 サイビランザン −0 (1位)
石倉 幹子 4 ファインスタイル −0 (着外)
岩里 琢治K ナスノダイキチ −8 (着外, 2落下)

中障害飛越競技B (24人)
岩里 琢治K ナスノダイキチ −12 (着外, 3落下)

複合馬術競技 (第 3級課目 (複合)と中障害Cの成績合計)(17人)
額賀 信尾 3 サイビランザン −126.34 (3位)
石倉 幹子 4 ファインスタイル −145 (着外)

6/3 　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 (15人)
藤井 　正C ウエスタンコナーズ 598点 (3位)
石倉 幹子 4 アポイリージ 583点 (着外)
小沢 耕介 3 ジャックアスヒル 547点 (着外)
額賀 信尾 3 ミノルオー 535点 (着外)
佐渡 　嗣 3 ファインツバキ 514点 (着外)

第3級課目馬場馬術競技 (22人)
高谷 大輔 2 ウエスタンコナーズ 333点 (着外)
吉川 敏子C ナスノダイキチ 319点 (着外)
吉川 敏子C 黒潮丸 250点 (着外)

小障害飛越競技A (22人)
小沢 耕介 3 ナスノダイキチ −3.25 (着外, 1反抗+T減)
木村 　勉 5 レッドオーカン −9 (着外, ?)
宮内 英明 2 ファインスタイル E (3反抗)

中障害飛越競技C (22人)
石倉 幹子 4 ファインスタイル −0 (着外)
木村 　勉 5 レッドオーカン −0 (着外)

6/15～17 　第 25回 全関西学生馬術大会 (JRA京都)

— 6/15 —
学生賞典馬場馬術競技 (22人)
石倉 幹子 4 アポイリージ 665点 (着外)
額賀 信尾 3 ミノルオー 641点 (着外)
小沢 耕介 3 ジャックアスヒル 629点 (着外)
佐渡 　嗣 3 ファインツバキ 592点 (着外)



新馬障碍飛越競技 (18人)
木村 　勉 5 レッドオーカン −4 (着外, 1反抗+T減)

障碍飛越予選競技 (77人)
木村 　勉 5 レッドオーカン −1 (着外, T減)
額賀 信尾 3 サイビランザン −5.75 (着外, 1反抗+T減)
石倉 幹子 4 ファインスタイル −7 (着外, 1反抗?)
小沢 耕介 3 ジャックアスヒル E (3反抗)

— 6/16 —
中障碍飛越競技C (25人)
石倉 幹子 4 ファインスタイル −4 (着外, 1落下)
額賀 信尾 3 サイビランザン −14 (着外, 2反抗?)

中障碍飛越競技B (21人)
木村 　勉 5 レッドオーカン E (3反抗)

複合馬術競技C (11人)
石倉 幹子 4 ファインスタイル −128.66 (6位)

6/16～17 　第 22回 関西学生女子自馬大会 (JRA京都)

— 6/16 —
女子 2級課目馬場馬術競技 (26人)
小林 深雪 2 ジャックアスヒル 282点 (3位)
小林 深雪 2 アポイリージ 260点 (着外)

女子 3級課目馬場馬術競技 (27人)
門脇 志帆 3 アポイリージ 296点 (着外)

6/17 　第 21回 関西学生新人馬術大会 (JRA京都)

新人障碍飛越競技 (39人)
九十九 伸一2 サイビランザン −0 (2位, J.O.−0)
高谷 大輔 2 ファインスタイル −6.25 (着外, 1反抗+T減)
大橋 圭太 2 サイビランザン −7 (着外, 1反抗 1落下)
宮内 英明 2 ファインスタイル −18.5 (着外, 1反抗?+T減)

団体総合得点
順位 大学名 得点計
1. 大阪府立大学 39点
2. 京都産業大学 21点
3. 京都大学 14点

6/30～7/1 　第 13回 京都府民総合体育大会馬術競技 (京都乗馬クラブ)

— 6/30 —
ジュニア団体馬場馬術競技 (15人)
石倉 幹子 4 アポイリージ 546点 (1位)
小沢 耕介 3 ジャックアスヒル 527点 (5位)
佐渡 　嗣 3 ファインツバキ 490点 (着外)
佐渡 　嗣 3 ウエスタンコナーズ 487点 (着外)

第 3級課目馬場馬術競技 (17人)
高谷 大輔 2 ウエスタンコナーズ 370点 (5位)
大橋 圭太 2 ワンダーアミューズ 357点 (着外)
九十九 伸一2 ファインツバキ 317点 (着外)

— 7/1 —

小障害飛越競技A (25人)
小沢 耕介 3 ナスノダイキチ −0 (5位)
木村 　勉 5 レッドオーカン −0 (着外)
小沢 耕介 3 ジャックアスヒル −14.75 (着外, 2反抗?+T減)

低障害飛越競技 (9人)
小沢 耕介 3 ジャックアスヒル −4 (着外, 1反抗+T減)

中障害飛越競技C (18人)
石倉 幹子 4 ファインスタイル −3 (5位, 1反抗)
木村 　勉 5 レッドオーカン E (3反抗)
小沢 耕介 3 ナスノダイキチ E (3反抗)

中障害飛越競技B (25人)
石倉 幹子 4 ファインスタイル E (3反抗)

7/27 　第 25回 関西学生馬場馬術大会 (JRA京都)

学生賞典馬場馬術競技 (22人)

個人成績
9. 石倉 幹子 4 アポイリージ 684点
11. 額賀 信尾 3 ミノルオー 658点
12. 小沢 耕介 3 ジャックアスヒル 649点
14. 佐渡 　嗣 3 ファインツバキ 647点
15. 佐渡 　嗣 3 ウエスタンコナーズ 619点

団体成績
順位 大学名 総得点
1. 京都産業大学 2283点
2. 立命館大学 2000点
3. 京都大学 1991点

7/27～29 　第 25回 関西学生障碍馬術大会 (JRA京都)

— 7/27 —
標準中障碍飛越競技予選 (21人)
佐渡 　嗣 3 フリースタイル −3 (1反抗)

— 7/28 —
標準中障碍飛越競技・第一走行 (38人)
石倉 幹子 4 ファインスタイル E (3反抗)
額賀 信尾 3 サイビランザン E (3反抗)
佐渡 　嗣 3 フリースタイル E (3反抗)

— 7/29 —
標準中障碍飛越競技・第二走行 (?人)
額賀 信尾 3 サイビランザン E (3反抗)

8/25～26 　第 33回 関西学生総合馬術大会 (杉谷馬事公苑)

— 8/25 —
調教審査・学生 3-DAY EVENT馬場 (40人)
小沢 耕介 3 ジャックアスヒル −76.05
石倉 幹子 4 ファインスタイル −77.25
額賀 信尾 3 サイビランザン −86.25
小沢 耕介 3 ナスノダイキチ −87.95
佐渡 　嗣 3 フリースタイル E (拍車未装着)

— 8/26 —
余力審査 (40?人)
石倉 幹子 4 ファインスタイル −10 (1反抗)
額賀 信尾 3 サイビランザン −15 (3落下?)
小沢 耕介 3 ナスノダイキチ −15 (1反抗 1落下)
小沢 耕介 3 ジャックアスヒル E (3反抗)

個人成績 (＊印は全日本学生の権利獲得)
10. 石倉 幹子 4 ファインスタイル −87.25 ＊
16. 額賀 信尾 3 サイビランザン −101.25＊
17. 小沢 耕介 3 ナスノダイキチ −102.95＊

団体成績
順位 大学名 減点計
1. 京都産業大学 233.4
2. 関西大学 257.5
3. 京都大学 291.45

8/25～26 　第 15回 関西学生女子複合馬術大会 (杉谷馬事公苑)

— 8/25 —
調教審査・第 3級課目馬場 (24人)
石倉 幹子 4 ファインスタイル −67.35

— 8/26 —
障碍飛越競技 (24人)
石倉 幹子 4 ファインスタイル −0

個人成績
1. 石倉 幹子 4 ファインスタイル −67.35

10/10 　京都府スポーツデー記念馬術大会 (立命館大学)

第3級課目馬場馬術競技 (男子) (8人)
額賀 信尾 3 レッドオーカン 348点 (2位)
佐渡 　嗣 3 ウエスタンコナーズ 327点 (3位)
小沢 耕介 3 ナスノダイキチ 313点 (5位)
大橋 圭太 2 ファインツバキ 305点 (着外)

第3級課目馬場馬術競技 (女子) (9人)
小林 深雪 2 ワンダーアミューズ 322点 (2位)
吉川 敏子C 黒潮丸 319点 (3位)

第2級課目馬場馬術競技 (男子) (4人)
大西 宏明 1 ワンダーアミューズ 291点 (1位)
中川 竜介 1 ファインツバキ 225点 (2位)
河原 功志 1 ファインツバキ 183点 (3位)
渡邉 太郎 1 アポイリージ E (場外)

第2級課目馬場馬術競技 (女子) (4人)
本庶 仁子 1 アポイリージ 281点 (2位)
杉岡 琴重 1 ビフォーザウインド 274点 (3位)
藤本 珠青 1 ビフォーザウインド 225点 (着外)

小障害飛越競技B (7人)
額賀 信尾 3 レッドオーカン −0 (2位)
九十九 伸一2 ビフォーザウインド −3 (着外, 1反抗)

中障害飛越競技・S&H (110cm)(8人)
額賀 信尾 3 サイビランザン E (3反抗)
小沢 耕介 3 ナスノダイキチ E (3反抗)

大障害飛越競技 (120cm)(?人)
額賀 信尾 3 サイビランザン E (3反抗)

11/8 　第 33回 全日本学生馬場馬術競技会 (於 馬事公苑)

学生賞典馬場馬術競技 (37人)

個人成績
26. 石倉 幹子 4 アポイリージ 645点 (46.7%)
　　　∗ 石倉は予選終了時は補欠であったが、棄権が出たため繰り上げで出場

11/10～12 　第 33回 全日本学生 3DAY-EVENT (馬事公苑)

— 11/10 —
調教審査・学生 3-DAY EVENT馬場 (58人)
石倉 幹子 4 ファインスタイル −215·1/3
小沢 耕介 3 ナスノダイキチ −249
額賀 信尾 3 サイビランザン −258·2/3

— 11/11 —
耐久審査 (57人)
額賀 信尾 3 サイビランザン −84.4 (2反抗+T減)
石倉 幹子 4 ファインスタイル E (経路違反)
小沢 耕介 3 ナスノダイキチ E (3反抗)

— 11/12 —
余力審査 (37人)
額賀 信尾 3 サイビランザン E (3反抗)

12/24 　京都府忘年月例馬術大会 (京都産業大学)

ジュニア団体馬場馬術競技 (8人)
額賀 信尾 3 アポイリージ 727点 (2位)
大橋 圭太 2 ファインツバキ 644点 (着外)

第3級課目馬場馬術競技 (男子)(人数不明)
佐渡 　嗣 3 ウエスタンコナーズ 324点 (着外)
大橋 圭太 2 フリースタイル 310点 (着外)
額賀 信尾 3 レッドオーカン 308点 (着外)
秋山 演亮 1 アポイリージ 243点 (着外)
大西 宏明 1 ファインツバキ 241点 (着外)

第3級課目馬場馬術競技 (女子)(人数不明)
吉川 敏子C 黒潮丸 319点 (着外)
小林 深雪 2 ワンダーアミューズ 307点 (着外)
久保 深雪 1 アポイリージ 不明???

中障害飛越競技C (100cm)(33人)
小沢 耕介 3 ナスノダイキチ −0 (3位, J.O.−0)
額賀 信尾 3 レッドオーカン −0 (着外, J.O.?)
九十九 伸一2 ビフォーザウインド E (3反抗)
佐渡 　嗣 3 ファインスタイル E (経路違反)

中障害飛越競技B (110cm)(21人)
佐渡 　嗣 3 ファインスタイル −3 (着外, 1反抗)
額賀 信尾 3 レッドオーカン −7.5 (着外, 1反抗?+T減)

小障害飛越競技B (男子)(80cm)(11人)
九十九 伸一2 ビフォーザウインド −0 (着外)

小障害飛越競技B (女子)(80cm)(9人)
吉川 敏子C 黒潮丸 −17.25 (着外, 2反抗?+T減)


