
1/19 　平成 2年度 関西学生馬術連盟定例総会 (東華菜館)

＜平成 2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 80点 4. 関西学院大学 32点
2. 大阪府立大学 56点 5. 京都大学 28点
3. 関西大学 48点 5. 同志社大学 26点

関西三大大会優秀団体
順位 大学名 得点計
1. 京都産業大学 30点
2. 関西大学 15点
3. 京都大学 14点
3. 大阪府立大学 14点

関西優秀選手
　表彰選手なし
関西優秀女子選手
順位 選手名 大学名 得点計
1. 馬場 直美 同志社大 26点
2. 片岡 彩子 京都産業大 22点
3. 岡本 香織 京都産業大 21点
4. 花水 裕子 京都産業大 16点
4. 石倉 幹子 京都大 16点
6. 長尾 由紀子 大阪府立大 15点

関西優秀馬匹
　該当馬匹なし
功労賞 　
　該当者なし
功労馬
　該当馬匹なし

1/27 　東大戦 (東京大学)

選手権馬場馬術競技
No. 選手名 所属 馬匹名 総得点 勝点
1. 板井 典子 東京大 東閃光 失権 1
2. 佐渡 　嗣 京都大3 東輝 249点 7
3. 杉岡 正敏 東京大 東富士 166点 2
4. 小沢 耕介 京都大3 東閃光 197点 3
5. 畠中 恭子 東京大 東輝 219点 5
6. 額賀 信尾 京都大3 東富士 252点 10

小障害飛越競技
No. 選手名 所属 馬匹名 総減点 タイム 勝点
1. 小沢 耕介 京都大3 東炎 0 45”3 2
2. 下坂 昇平 東京大 東貴妃 0 45”5 1
3. 佐渡 　嗣 京都大3 キャプテンバトラー 0 39”1 10
4. 佐藤 彰倫 東京大 東炎 0 40”1 7
5. 額賀 信尾 京都大3 東貴妃 0 43”9 3
6. 杉岡 正敏 東京大 キャプテンバトラー 0 40”5 5

団体優勝 京都大学 (勝点 35)
団体準優勝 東京大学 (勝点 21)
最優秀選手 佐渡 　嗣 　(京都大)
優秀選手 佐藤 彰倫 　(東京大)

3/3～4 　第 27回 淀ホースショー馬術大会 (JRA京都)

— 3/3 —
第3級課目馬場馬術競技 (21人)
杉岡 琴重 1 アポイリージ 320点 (21位)
中川 竜介 1 アポイリージ 266点 (8位)
河原 功志 1 ジャックアスヒル 226点 (18位)
藤本 珠青 1 ジャックアスヒル E (場外)

小障害飛越競技B (45人)
佐渡 　嗣 3 ファインスタイル −0 (4位, J.O. −0)
大橋 圭太 2 フリースタイル −0 (着外, J.O. −3; ?)
額賀 信尾 3 ビフォーザウインド −0 (着外, J.O. −33; ?)
九十九 伸一2 サイビランザン −4.5 (着外, 1反抗+T減)

中障害飛越競技B (17人)
額賀 信尾 3 レッドオーカン E (3反抗)

— 3/4 —
スピード&ハンディネス競技B (100cm) (30人)
小沢 耕介 3 ナスノダイキチ 70”5 (2位)
大橋 圭太 2 フリースタイル 74”5 (着外)
額賀 信尾 3 ビフォーザウインド 116”7 (着外, 1反抗)
額賀 信尾 3 レッドオーカン 135”5 (着外, 2反抗)

スピード&ハンディネス競技A (120cm) (17人)
佐渡 　嗣 3 ファインスタイル 75”3 (着外)

3/9～10 　岡大戦 (京都大学)

— 3/9 —
第2課目馬場馬術競技

No. 選手名 所属 馬匹名 総得点 勝点
1. 武本 勢津子 岡山大 アポイリージ 311点 0
2. 小林 深雪 京都大2 ジャックアス

ヒル
332点 2

3. 九十九 伸一 京都大2 ファインツバ
キ

341点 2

4. 大橋 圭太 京都大2 アポイリージ 349点 2
5. 成平 晃子 岡山大 ジャックアス

ヒル
308点 0

6. 川副 千秋 岡山大 ファインツバ
キ

295点 0

— 3/10 —
障害飛越競技

No. 選手名 所属 馬匹名 総減点 タイム 勝点
1. 川副 千秋 岡山大 ファインスタイル 17.25 113”0 0
2. 九十九 伸一 京都大2 レッドオーカン 0 72”6 0
3. 成平 晃子 岡山大 サイビランザン E — 2
4. 大橋 圭太 京都大2 ファインスタイル 0 70”0 2
5. 武本 勢津子 岡山大 レッドオーカン 0 66”9 2
6. 小林 深雪 京都大2 サイビランザン E — 0

団体優勝 京都大学 (勝点 10)
団体準優勝 岡山大学 (勝点 2)
最優秀選手 大橋 圭太 　(京都大)
優秀選手 武本 勢津子 (岡山大)

3/21 　京都府月例馬術大会・京都府新人馬術大会 (京都乗馬クラブ)

ジュニア団体馬場馬術競技 (12人)
額賀 信尾 3 アポイリージ 695点 (2位)
大橋 圭太 2 ファインツバキ 674点 (着外)
佐渡 　嗣 3 ウエスタンコナーズ 669点 (着外)
小沢 耕介 3 ジャックアスヒル 564点 (着外)

第 2級課目馬場馬術競技 (男子) (5人)
五嶋 　健 1 ワンダーアミューズ 220点 (着外)

第 2級課目馬場馬術競技 (女子) (人)
岡田 珠恵 1 アポイリージ 点 ()
長谷部 直子1 アポイリージ 点 ()

第 3級課目馬場馬術競技 (新人) (7人)
小林 深雪 2 ワンダーアミューズ 344点 (3位)
秋山 演亮 1 ファインツバキ 271点 (着外)

第 3級課目馬場馬術競技 (7人)
九十九 伸一2 ウエスタンコナーズ 350点 (3位)

小障害飛越競技B (新人) (8人)
九十九 伸一2 サイビランザン −4 (着外, 1落下)

小障害飛越競技A (32人)
大橋 圭太 2 フリースタイル −0 (1位, J.O. −0)
額賀 信尾 3 レッドオーカン −3 (着外, 1反抗)
九十九 伸一2 サイビランザン −18 (着外, 2反抗?+T減)

小障害飛越競技B (15人)
額賀 信尾 3 レッドオーカン −3 (着外, 1反抗)

低障害飛越競技 (11人)
小林 深雪 2 ファインスタイル −0 (着外)

中障害飛越競技C (28人)
大橋 圭太 2 フリースタイル −0 (2位)
佐渡 　嗣 3 ファインスタイル −4 (着外, 1落下)
小沢 耕介 3 ナスノダイキチ −19.25 (着外, 2反抗?+T減)

4/6～7 　第 30回 国立七大学総合体育大会 (九州大学)

— 4/6 —
予選・障害飛越競技
選手名 馬匹名 減点
九十九 伸一3 ネクストワン 178 (3反抗)
佐渡 　嗣 4 ボンネビル 7
額賀 信尾 4 ミスターゲンキ 114 (3反抗)
　　　∗ 総減点で勝ち、決勝戦に進出

— 4/7 —
決勝戦・障害飛越競技
選手名 馬匹名 減点
額賀 信尾 4 セントアンドリュース 35.5
佐渡 　嗣 4 ダイヤモンド Bシャーロ 8
九十九 伸一3 ボンネビル 0

団体優勝 京都大学 　(決勝 −43.5)
団体準優勝 北海道大学 (決勝 −99)
団体第 3位 名古屋大学 (決勝 −118)
最優秀選手 額賀 信尾 (京都大)
優秀選手 尾崎 浩司 (名古屋大)

4/29 　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 (10人)
佐渡 　嗣 4 ウエスタンコナーズ 566点 (着外)
額賀 信尾 4 アポイリージ 547点 (着外)
小沢 耕介 4 ジャックアスヒル 542点 (着外)

第 3級課目馬場馬術競技 (12人)
秋山 演亮 2 ジャックアスヒル 313点 (2位)
額賀 信尾 4 レッドオーカン 307点 (3位)
佐渡 　嗣 4 黒潮丸 288点 (着外)
藤本 珠青 2 アポイリージ 223点 (着外)

中障害飛越競技C (23人)
小沢 耕介 4 ナスノダイキチ −0 (着外, J.O. −0)
額賀 信尾 4 レッドオーカン −0 (着外, J.O. −0)
大橋 圭太 3 フリースタイル −0 (着外, J.O. −8; ?)
佐渡 　嗣 4 ファインスタイル −3 (着外, 1反抗)

小障害飛越競技C (21人)
中川 竜介 2 フリースタイル −4 (着外, 1落下)
渡邉 太郎 2 ナスノダイキチ −9.5 (着外, 2反抗+T減)
大西 宏明 2 サイビランザン E (3反抗)
河原 功志 2 ファインスタイル E (3反抗)

中障害飛越競技B (17人)
大橋 圭太 3 フリースタイル −12 (着外, ?)

5/3～4 　第 29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 4 ファインスタイル 京都大 1位/3人中
佐渡 　嗣 4 ジュピア 関西大 ?位/?人中
大橋 圭太 3 サギタリウス 京産大 ?位/?人中
小沢 耕介 4 甲？ 甲南大 ?位/?人中
九十九 伸一3 ファインスタイル 京都大 3位/3人中
　　　∗ 額賀、佐渡、大橋、小沢は準々決勝へ進出
準々決勝 ·第 2課目 (16人)
額賀 信尾 4 リブラ 京産大 2位/4人中
小沢 耕介 4 ラディウス 武女大 2位/4人中
佐渡 　嗣 4 ラディウス 武女大 3位/4人中
大橋 圭太 3 リブラ 京産大 3位/4人中
　　　∗ 額賀、小沢は準決勝へ進出
準決勝 ·第 3課目 (8人)
小沢 耕介 4 アポイリージ 京都大 −
額賀 信尾 4 月影 関学大 −

— 5/4 —
準決勝 ·障碍飛越 (8人)
小沢 耕介 4 ビフォーザウインド 京都大 −0
額賀 信尾 4 アサクサバロック 同志社大 −0
　　　∗ 額賀は準決勝 2鞍の減点合計でブロック内 3位となり 5位入賞し、
　　　　第 12回 学生馬術東西対抗競技会の出場権利を獲得
　　　∗ 小沢は準決勝 2鞍の減点合計でブロック内 4位となり、入賞せず

5/25 　第 12回 学生馬術東西対抗競技会 (馬事公苑)

障害飛越競技 額賀 信尾 4 　　　　　　　　　 　 ( 　　　)
　　　∗ 額賀は対馬負け、関西学生も負け (全体で 3勝 5敗)



6/21～23 　第 26回 全関西学生馬術大会 (甲南大学)

— 6/21 —
学生賞典馬場馬術競技 (22人)
大橋 圭太 3 ファインツバキ 697点 (4位)
佐渡 　嗣 4 ウエスタンコナーズ 655点 (着外)
小沢 耕介 4 ジャックアスヒル 634点 (着外)
額賀 信尾 4 アポイリージ E (ベル前入場)

障碍飛越予選競技 (54人)
小沢 耕介 4 ナスノダイキチ −3.75 (着外, 1反抗+T減)
九十九 伸一3 サイビランザン E (3反抗)
額賀 信尾 4 ビフォーザウインド E (3反抗)
額賀 信尾 4 レッドオーカン E (3反抗)

— 6/22 —
中障碍飛越競技C (9人)
小沢 耕介 4 ナスノダイキチ −0 (1位)

複合馬術競技C (6人)
小沢 耕介 4 ナスノダイキチ −168.4 (4位)

— 6/23 —
コンソレーション障碍飛越競技 (17人)
額賀 信尾 4 レッドオーカン −0 (3位)
九十九 伸一3 サイビランザン E (3反抗)

6/22～23 　第 23回 関西学生女子自馬大会 (甲南大学)

— 6/22 —
第1課目馬場馬術競技 (27人)
長谷部 直子2 ジャックアスヒル 318点 (2位)
岡田 珠恵 2 ワンダーアミューズ 163点 (着外)

第2課目馬場馬術競技 (30人)
杉岡 琴重 2 ファインツバキ 352点 (着外)
藤本 珠青 2 アポイリージ 344点 (着外)
小林 深雪 3 ワンダーアミューズ 329点 (着外)
久保 深雪 2 ジャックアスヒル 229点 (着外)

6/23 　第 22回 関西学生新人馬術大会 (甲南大学)

新人障碍飛越競技 (36人)
渡邉 太郎 2 ナスノダイキチ −11 (着外, 1反抗?)
大西 宏明 2 ビフォーザウインド E (3反抗)
小林 深雪 3 ビフォーザウインド E (3反抗)

6/30 　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 (11人)
大橋 圭太 3 ファインツバキ 567点 (3位)
額賀 信尾 4 アポイリージ 562点 (着外)
小沢 耕介 4 ジャックアスヒル 539点 (着外)
佐渡 　嗣 4 ウエスタンコナーズ 535点 (着外)

第3課目馬場馬術競技 (2人)
額賀 信尾 4 アポイリージ 395点 (1位)
九十九 伸一3 ジャックアスヒル 387点 (2位)

第2課目馬場馬術競技 (8人)
佐渡 　嗣 4 黒潮丸 353点 (3位)
藤井 　正C ファンタスティック 326点 (着外)
五嶋 　健 2 ファインツバキ 296点 (着外)

小障害飛越競技C (16人)
吉川 敏子C 黒潮丸 −0 (着外)

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

— 7/13 —
シニア総合馬場馬術競技 (1人)
佐渡 　嗣 4 ファインスタイル 354点 (1位)

中障害飛越競技C (15人)
小沢 耕介 4 ナスノダイキチ −0 (着外, J.O.−12;? )
佐渡 　嗣 4 ファインスタイル −19.5 (着外, 2反抗?+T減)

中障害飛越競技B (11人)
小沢 耕介 4 ナスノダイキチ −7.25 (着外, 1反抗?+T減)

— 7/14 —
ジュニア団体馬場馬術競技 (15人)
九十九 伸一3 アポイリージ 568点 (着外)
小沢 耕介 4 ジャックアスヒル 562点 (着外)
大橋 圭太 3 ファインツバキ 566点 (着外)
佐渡 　嗣 4 ウエスタンコナーズ 533点 (着外)

小障害飛越競技A (14人)
九十九 伸一3 サイビランザン E (3反抗)

7/26 　第 26回 関西学生馬場馬術大会 (甲南大学)

学生賞典馬場馬術競技 (22人)

個人成績 (＊印は全日本学生の出場権利獲得)
7. 大橋 圭太 3 ファインツバキ 730点 ＊
10. 佐渡 　嗣 4 ウエスタンコナーズ 693点
13. 小沢 耕介 4 ジャックアスヒル 690点
14. 九十九 伸一 3 アポイリージ 684点

団体成績
順位 大学名 総得点
1. 京都産業大学 2268点
2. 関西学院大学 2180点
3. 立命館大学 2142点
4. 京都大学 2113点

　　　∗ 団体表彰は 3位まで

7/26～28 　第 26回 関西学生障碍馬術大会 (甲南大学)

— 7/26 —
標準中障碍飛越競技予選 (24人)
佐渡 　嗣 4 ファインスタイル E (3反抗)

— 7/27 —
標準中障碍飛越競技・第一走行 (36人)
小沢 耕介 4 ナスノダイキチ −4 (1落下)

— 7/28 —
標準中障碍飛越競技・第二走行 (33人)
小沢 耕介 4 ナスノダイキチ −0

個人成績 (＊印は全日本学生の権利獲得)
5. 小沢 耕介 4 ナスノダイキチ −4 ＊

小障碍飛越競技 (7人)
佐渡 　嗣 4 ファインスタイル E (3反抗)

8/31～9/1 　第 34回 関西学生総合馬術大会 (甲南大学)

— 8/31 —
調教審査・学生 3-DAY EVENT馬場 (28人)
佐渡 　嗣 4 ファインスタイル −196
大橋 圭太 3 レッドオーカン −196·2/3
小沢 耕介 4 ナスノダイキチ −213·1/3

— 9/1 —
余力審査 (28人)
小沢 耕介 4 ナスノダイキチ −5 (1落下)
佐渡 　嗣 4 ファインスタイル −20 (1反抗 2落下)
大橋 圭太 3 レッドオーカン E (3反抗)

個人成績 (＊印は全日本学生の権利獲得)
12. 佐渡 　嗣 4 ファインスタイル −216 ＊
14. 小沢 耕介 4 ナスノダイキチ −218·1/3 ＊

9/15 　京都府月例馬術大会 (京都乗馬クラブ)

第 2課目馬場馬術競技 (15人)
九十九 伸一3 ジャックアスヒル 371点 (2位)
藤本 珠青 2 ビフォーザウインド 330点 (着外)
小林 深雪 3 アポイリージ 327点 (着外)
渡邉 太郎 2 ファインスタイル 306点 (着外)

小障害飛越競技C (23人)
小林 深雪 3 ワンダーアミューズ −0 (着外)
吉川 敏子C ワンダーアミューズ −0 (着外)

10/10 　京都府スポーツデー記念馬術大会 (立命館大学)

第 1課目馬場馬術競技 (男子) (10人)
舘野 隆之輔1 アポイリージ 292点 (1位)
中嶋 　亮 1 ファインツバキ 251点 (2位)
家護谷 昌徳1 アポイリージ 238点 (着外)
澤木 夕紀彦1 ファインツバキ 208点 (着外)
岸辺 　護 1 ジャックアスヒル 202点 (着外)

第 1課目馬場馬術競技 (女子) (10人)
大原 麻子 1 アポイリージ 298点 (1位)
瀬木 恵里 1 ジャックアスヒル 283点 (2位)
宮崎 由佳 1 ビフォーザウインド 218点 (着外)
江刺 史子 1 ビフォーザウインド 186点 (着外)

第 2課目馬場馬術競技 (女子) (6人)
杉岡 琴重 2 ウエスタンコナーズ 376点 (1位)
藤本 珠青 2 ビフォーザウインド 330点 (3位)

小障害飛越競技A (17人)
佐渡 　嗣 4 ファインスタイル −0 (着外, J.O. −4; ?)

新馬障害飛越競技 (5人)
藤井 　正C ファンタスティック −5 (3位, 1反抗+T減)

小障害飛越競技C (15人)
小林 深雪 3 ワンダーアミューズ E (3反抗)
吉川 敏子C ワンダーアミューズ E (3反抗)
渡邉 太郎 2 ファインスタイル E (3反抗)

中障害飛越競技C・S&H (9人)
小沢 耕介 4 ナスノダイキチ 68”2 (1位)
佐渡 　嗣 4 ファインスタイル 79”8 (3位)

中障害飛越競技B (7人)
小沢 耕介 4 ナスノダイキチ −7 (着外, 1反抗+?)

12/1～2 　第 28回 淀ホースショー馬術大会 (JRA京都)

— 12/1 —
小障害飛越競技C (49人)
河原 功志 2 サイビランザン −0 (4位)
藤井 　正C ファンタスティック −0 (着外)

部班競技 (一般男子) (4人)
澤木 夕紀彦1 ジャックアスヒル 14.3点 (着外)

部班競技 (一般女子) (5人)
瓜生 由美子1 ジャックアスヒル 16.3点 (着外)

12/10～11 　第 41回 全日本学生賞典障害飛越競技会 (於 馬事公苑)

— 12/10 —
学生賞典障害飛越競技・第一走行 (100人)
小沢 耕介 4 ナスノダイキチ E (3反抗)
　　　∗ 個人参加のため第二走行の出場権利得られず

12/12 　第 34回 全日本学生賞典馬場馬術競技会 (於 馬事公苑)

学生賞典馬場馬術競技 (40人)

個人成績
29. 大橋 圭太 3 ファインツバキ 546点 (47.9%)

12/14～16 　第 34回 全日本学生 3DAY-EVENT (馬事公苑)

— 12/14 —
調教審査・学生 3-DAY EVENT馬場 (60人)
佐渡 　嗣 4 ファインスタイル −163·2/3
小沢 耕介 4 ナスノダイキチ −174·2/3

— 12/15 —
耐久審査 (60人)
小沢 耕介 4 ナスノダイキチ E (3反抗)
佐渡 　嗣 4 ファインスタイル E (3反抗)

12/22 　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 (5人)
九十九 伸一3 ジャックアスヒル 528点 (2位)
小林 深雪 3 アポイリージ 463点 (着外)

第 2課目馬場馬術競技 (11人)
高橋 宗士 1 アポイリージ 312点 (3位)
杉岡 琴重 2 ウエスタンコナーズ 298点 (着外)
秋山 演亮 2 黒潮丸 285点 (着外)
大西 宏明 2 ファンタスティック 248点 (着外)
久保 深雪 2 ウエスタンコナーズ 231点 (着外)

小障害飛越競技C (10人)
藤井 　正C ファンタスティック −0 (3位)
山田 　武C オレンジペコ −4 (着外, 1落下)


