
1/26 　平成 3年度 関西学生馬術連盟定例総会 (東華菜館)

＜平成 3年度 関西学生馬術連盟年間表彰＞
関西最優団体
　表彰順位以下
関西三大大会優秀団体
　表彰順位以下
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
　該当馬匹なし
功労賞 　
佐渡 　嗣 　平成 3年度副幹事長

功労馬
　該当馬匹なし

2/22～23 　岡大戦 (岡山大学)

— 2/22 —
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. 久保 深雪 京都大 2 旭竜 243点 0
2. 秋山 演亮 京都大 2 旭萌 273点 0
3. 五嶋 　健 京都大 2 旭進 302点 1
4. 河原 功志 京都大 2 サンフォーク 282点 1
5. 千原 　勝 岡山大 2 旭竜 273点 1
6. 船井 辰哉 岡山大 2 旭萌 307点 1
7. 松尾 康宏 岡山大 2 旭進 297点 0
8. 田中 　猛 岡山大 2 サンフォーク 251点 0

— 2/23 —
障害飛越競技

No. 選手名 所属 馬匹名 総得点 タイム 勝点
1. 船井 辰哉 岡山大 2 旭萌 4 55”48 0
2. 田中 　猛 岡山大 2 メジロホルン E — -
3. 千原 　勝 岡山大 2 スルーズアクタミア 0 70”05 1
4. 松尾 康宏 岡山大 2 旭茜 9.75 82”65 1
5. 河原 功志 京都大 2 旭萌 0 69”33 1
6. 五嶋 　健 京都大 2 メジロホルン E — -
7. 秋山 演亮 京都大 2 スルーズアクタミア 4 71”10 0
8. 久保 深雪 京都大 2 旭茜 E — 0

団体優勝 岡山大学 (勝点 4)
団体準優勝 京都大学 (勝点 3)
最優秀選手 千原 　勝 　(岡山大)
優秀選手 河原 功志 　(京都大)

2/29～3/2 　第 29回 淀ホースショー馬術大会 (JRA京都)

— 2/29 —
ジュニア団体馬場馬術競技 (12人)
九十九 伸一3 ジャックアスヒル 586点 (5位)
小林 深雪 3 アポイリージ 551点 (着外)
杉岡 琴重 2 ウエスタンコナーズ 534点 (着外)

第 2課目馬場馬術競技・男子 (11人)
岸辺 　護 1 アポイリージ 379点 (3位)
秋山 演亮 2 黒潮丸 363点 (4位)
中川 竜介 2 レッドオーカン 327点 (着外)
舘野 隆之輔1 黒潮丸 326点 (着外)
河原 功志 2 ビフォーザウインド 324点 (着外)

第 2課目馬場馬術競技・女子 (22人)
長谷部 直子2 アポイリージ 359点 (4位)
本庶 仁子 2 オレンジペコ 325点 (着外)
大原 麻子 1 ビフォーザウインド 315点 (着外)
宮崎 由佳 1 ジャックアスヒル 286点 (着外)
江刺 史子 1 ジャックアスヒル 265点 (着外)

— 3/1 —
小障害飛越競技B (56人)
中川 竜介 2 レッドオーカン −0 (着外)
小沢 耕介C オレンジペコ −0 (着外)
九十九 伸一3 ナスノダイキチ −4 (着外, 1落下)

小障害飛越競技A (40人)
九十九 伸一3 ナスノダイキチ −0 (1位)
中川 竜介 2 レッドオーカン −8 (着外, 1反抗+T減)

— 3/2 —
小障害飛越競技C (40人)
五嶋 　健 2 ナスノダイキチ −0 (着外)
小沢 耕介C オレンジペコ −4 (着外, 1落下)
中川 竜介 2 レッドオーカン −4 (着外, 1落下)
渡邉 太郎 2 ファインスタイル −13.5 (着外, 2反抗+T減)

コンソレーション障害飛越競技 (16人)
渡邉 太郎 2 ファインスタイル −0 (5位)

中障害飛越競技C (人)
大橋 圭太 3 フリースタイル −3 (着外, 1反抗)

3/20 　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 (11人)
大橋 圭太 3 ウエスタンコナーズ 564点 (着外)
小林 深雪 3 アポイリージ 550点 (着外)
九十九 伸一3 ジャックアスヒル 546点 (着外)

第 2課目馬場馬術競技 (21人)
中川 竜介 2 ジャックアスヒル 352点 (3位)
五嶋 　健 2 アポイリージ 288点 (着外)
中嶋 　亮 1 アポイリージ 280点 (着外)
久保 深雪 2 ロックラッド 278点 (着外)
本庶 仁子 2 オレンジペコ 266点 (着外)
家護谷 昌徳1 ワンダーアミューズ 266点 (着外)
中川 竜介 2 レッドオーカン 242点 (着外)

中障害飛越競技C (20人)
九十九 伸一3 ナスノダイキチ −0 (着外)
大橋 圭太 3 フリースタイル −5.25 (着外, 1反抗+T減)

低障害飛越競技 (8人)
山田 　武C オレンジペコ −0 (3位)
本庶 仁子 2 オレンジペコ −0 (着外)

小障害飛越競技B (26人)
秋山 演亮 2 フリースタイル −0 (着外)
渡邉 太郎 2 ファインスタイル −0 (着外)
中川 竜介 2 レッドオーカン −5.25 (着外, 1反抗+T減)
山田 　武C オレンジペコ −7.75 (着外, 1反抗 1落下+T減)

3/20 　第 3回 関西学生馬術王座決定戦・京都地区予選 (京都乗馬クラブ)

小障害飛越競技A (貸与馬障害飛越競技)
No. 選手名 所属 馬匹名 馬匹所属 減点 Time
1. 倉田 昌雄 同志社大 2 クレモナ 同志社大 0 52”3
2. 渡邉 太郎 京都大2 ナスノダイキチ 京都大 0 50”0
3. 鈴木 孝志 京産大2 グレートディッパー京産大 11.75 84”8
4. 佐野 憲志 立命館大 1 プリンスオブエミ 立命館大 12 53”5
5. 北川 力志 京産大3 クレモナ 同志社大 216.5 —
6. 梶谷 武志 立命館大 2 ナスノダイキチ 京都大 0 46”3
7. 高垣 宏太郎 同志社大 3 グレートディッパー京産大 3 64”3
8. 河原 功志 京都大2 プリンスオブエミ 立命館大 120.5 —

順位 大学名 減点合計
1. 同志社大 3
2. 立命館大 12
3. 京都大 120.5
4. 京産大 228.25

　　　∗ 決勝リーグの出場権獲得ならず

4/4～5 　第 31回 国立七大学総合体育大会 (名古屋大学)

— 4/4 —
予選Aブロック・第 2課目馬場馬術競技
選手名 馬匹名 得点
中川 竜介 3 ストリートダンサー 334点
大橋 圭太 4 ブルーハワイ 347点
九十九 伸一4 ノースマニックス 367点
　　　∗ 総得点でブロック内 2位になり、4位決定戦に進出

— 4/5 —
4位決定戦・障害飛越競技
選手名 馬匹名 減点
九十九 伸一4 ヴィヴィ 15
中川 竜介 3 ナルダンサー 243
大橋 圭太 4 小鉄 215
　　　∗ 総減点で勝ち、決勝戦に進出

決勝戦・障害飛越競技
選手名 馬匹名 減点
九十九 伸一4 ブルーハワイ 7
大橋 圭太 4 ストリートダンサー 8
中川 竜介 3 テスタロスタ 6

団体優勝 名古屋大学 (総減点 13)
団体準優勝 京都大学 　(総減点 21)
団体第 3位 東京大学 　(総減点 375)
最優秀選手 尾崎 浩司 　(名古屋大)
優秀選手 九十九 伸一 (京都大)

4/13～14 　東大戦 (京都大学)

— 4/13 —
障害飛越競技

No. 選手名 所属 馬匹名 減点 タイム 減点 タイム
1. 西嶋 一樹 東京大4 ファインスタイル 0 82”4 0 32”4
2. 九十九 伸一 京都大4 ナスノダイキチ 4 70”8
3. 木島 　真 東京大4 フリースタイル 3 96”6
4. 渡邉 太郎 京都大3 ファインスタイル 0 91”2 0 34”1
5. 佐藤 彰倫 東京大4 ナスノダイキチ 0 71”0 0 27”9
6. 小林 深雪 京都大4 フリースタイル E —
7. 鈴木 哲矢 東京大3 ファインスタイル 4 81”6
8. 大橋 圭太 京都大4 ナスノダイキチ 4 77”8

— 4/14 —
総合馬場馬術競技

No. 選手名 所属 馬匹名 総得点
1. 西嶋 一樹 東京大4 アポイリージ 328点
2. 中川 竜介 京都大3 ワンダーアミューズ 298点
3. 大橋 圭太 京都大4 ウエスタンコナーズ 413点
4. 木島 　真 東京大4 ロックラッド 328点
5. 小林 深雪 京都大4 アポイリージ 353点
6. 鈴木 哲矢 東京大3 ワンダーアミューズ 347点
7. 佐藤 彰倫 東京大4 ウエスタンコナーズ 392点
8. 九十九 伸一 京都大4 ロックラッド 367点

団体優勝 東京大学 (総減点 510)
団体準優勝 京都大学 (総減点 741·1/3)
優秀障害選手 佐藤 彰倫 　(東京大)
優秀馬場選手 大橋 圭太 　(京都大)

4/29 　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 (10人)
小林 深雪 4 アポイリージ 571点 (着外)

第2課目馬場馬術競技 (19人)
瀬木 恵里 3 アポイリージ 315点 (着外)
秋山 演亮 3 ウエスタンコナーズ 313点 (着外)
本庶 仁子 3 オレンジペコ 305点 (着外)

小障害飛越競技C (30人)
大橋 圭太 4 フリースタイル −1.5 (着外, T減)
本庶 仁子 3 オレンジペコ −3.5 (着外, 1反抗+T減)
大原 麻子 2 フリースタイル −25.75 (着外, 1反抗 3落下+T減)
中嶋 　亮 2 ナスノダイキチ E (2落馬)
岸辺 　護 2 ファインスタイル E (3反抗)

小障害飛越競技A (33人)
渡邉 太郎 3 ファインスタイル −7.5 (着外, 1反抗+T減)
河原 功志 3 フリースタイル −11.75 (着外, 1反抗+T減)

中障害飛越競技C・S&H (20人)
九十九 伸一4 ナスノダイキチ 125”5 (着外, 2反抗 1落下+T減)

5/4～5 　第 30回 関西学生馬術選手権大会 (京都産業大学)

— 5/4 —
予選 ·部班 (32人)
九十九 伸一4 千豪 関西大 1位/4人中
中川 竜介 3 アサクサバロック 同志社大 1位/4人中
河原 功志 3 ライムライト 京産大 2位/4人中
五嶋 　健 3 月朋 関学大 3位/4人中
大西 宏明 3 アンビシャステーラー 立命館大 3位/4人中
秋山 演亮 3 月朋 関学大 4位/4人中
渡邉 太郎 3 ライムライト 京産大 4位/4人中
　　　∗ 九十九、中川、河原は準々決勝へ進出
準々決勝 ·第 2課目 (16人)
九十九 伸一4 浪漫 大阪府大 1位/4人中
中川 竜介 3 テルファー 甲南大 2位/4人中
河原 功志 3 浪漫 大阪府大 3位/4人中
　　　∗ 九十九、中川は準決勝へ進出



準決勝 ·第 3課目 (8人)
九十九 伸一4 ウエスタンコナーズ 京都大 −138・1/3
中川 竜介 3 ベラクルス 京産大 −147・2/3

— 5/5 —
準決勝 ·障碍飛越 (8人)
九十九 伸一4 トーイソルジャー 近畿大 −0
中川 竜介 3 凌雲 神戸大 −135.5
　　　∗ 中川は準決勝の 2鞍の減点合計でブロック内 3位となり 5位入賞し、
　　　　第 13回 学生馬術東西対抗競技会の出場権利を獲得
　　　∗ 九十九はブロック内 4位で入賞せず

5/4～5 　第 28回 関西学生馬術女子選手権大会 (京都産業大学)

— 5/4 —
予選 ·部班 (23人)
久保 深雪 3 ルドラ 立命館大 3位/4人中
　　　∗ 予選通過者なし

6/7 　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)
小林 深雪 4 アポイリージ 536点 (着外)
九十九 伸一4 ジャックアスヒル 512点 (着外)

第 2課目馬場馬術競技 (女子) (11人)
本庶 仁子 3 オレンジペコ 342.5点 (2位)
宮崎 由佳 2 黒潮丸 297.5点 (着外)
小林 深雪 4 ワンダーアミューズ 249.0点 (着外)
久保 深雪 3 ロックラッド 228.0点 (着外)

小障害飛越競技A (29人)
渡邉 太郎 3 ファインスタイル −3.75 (着外, 1反抗+T減)
中川 竜介 3 レッドオーカン −16.25 (着外, 2反抗+T減)

低障害飛越競技 (12人 (Open 1人))
秋山 演亮 3 黒潮丸 −0 (3位)

小障害飛越競技B (21人 (Open 4人))
家護谷 昌徳2 フリースタイル −0 (1位)
秋山 演亮 3 黒潮丸 −0 (3位)
舘野 隆之輔2 ファインスタイル −0 (着外)
本庶 仁子 3 オレンジペコ −1.5 (着外, T減)
河原 功志 3 サイビランザン −3.5 (着外, 1反抗+T減)
高橋 宗士 2 フリースタイル −8.25 (着外, 1反抗 1落下+T減)
中嶋 　亮 2 ファインスタイル E (3反抗)

中障害飛越競技C・S&H (23人)
渡邉 太郎 3 ファインスタイル 93”6 (着外, 2落下)

中障害飛越競技B (17人)
大橋 圭太 4 フリースタイル −22 (着外, 2反抗+T減)

6/26～28 　第 27回 全関西学生馬術大会 (JRA京都)

— 6/26 —
学生賞典馬場馬術競技 (23人)
大橋 圭太 4 ウエスタンコナーズ 614点 (3位)
九十九 伸一4 ジャックアスヒル 578点 (着外)
小林 深雪 4 アポイリージ 532点 (着外)

新馬障碍飛越競技 (16人)
本庶 仁子 3 オレンジペコ −3.5 (着外, 1反抗+T減)
秋山 演亮 3 黒潮丸 E (3反抗)

障碍飛越予選競技 (66人)
大橋 圭太 4 フリースタイル −0 (5位)
渡邉 太郎 3 ファインスタイル −5.5 (着外, 1反抗+T減)
中川 竜介 3 レッドオーカン E (3反抗)

— 6/27 —
中障碍飛越競技C (20人)
渡邉 太郎 3 ファインスタイル −0 (3位, J.O.−3; ?)

中障碍飛越競技B (21人)
大橋 圭太 4 フリースタイル −15.25 (着外, 1反抗 2落下+T減)

複合馬術競技C (11人)
渡邉 太郎 3 ファインスタイル 143·1/3 (3位)

— 6/28 —
コンソレーション障碍飛越競技 (17人)
中川 竜介 3 レッドオーカン −22.23 (着外, 2反抗+T減)

6/27～28 　第 24回 関西学生女子自馬大会 (JRA京都)

— 6/27 —
第 2課目馬場馬術競技 (38人)
大原 麻子 2 ウエスタンコナーズ 361点 (6位)
瀬木 恵里 2 ウエスタンコナーズ 359点 (着外)
久保 深雪 3 アポイリージ 337点 (着外)
宮崎 由佳 2 ジャックアスヒル 334点 (着外)
本庶 仁子 3 オレンジペコ 315点 (着外)
大原 麻子 2 ジャックアスヒル 310点 (着外)
瀬木 恵里 2 ワンダーアミューズ 306点 (着外)
長谷部 直子4 オレンジペコ 301点 (着外)
長谷部 直子4 ワンダーアミューズ 300点 (着外)
本庶 仁子 3 アポイリージ 298点 (着外)
宮崎 由佳 2 黒潮丸 286点 (着外)

— 6/28 —
女子障碍飛越競技 (44人)
本庶 仁子 4 オレンジペコ −0 (着外, J.O.−0)

6/28 　第 23回 関西学生新人馬術大会 (JRA京都)

新人障碍飛越競技 (49人)
家護谷 昌徳2 フリースタイル −0 (2位, J.O.−0)
中嶋 　亮 2 ファインスタイル −0 (着外, J.O.−0)
高橋 宗士 2 フリースタイル −0 (着外, J.O.−4; 1落下)
舘野 隆之輔2 ファインスタイル −0 (着外, J.O.−11; 1反抗 1落下+T減)

7/18～19 　第 15回 京都府民総合体育大会馬術競技 (京都乗馬クラブ)

— 7/18 —
ジュニア団体馬場馬術競技 (8人)
九十九 伸一4 ジャックアスヒル 574点 (5位)
小林 深雪 4 アポイリージ 525点 (着外)

中障害飛越競技C (標準)(23人)
渡邉 太郎 3 ファインスタイル −0 (2位, J.O.−0)
九十九 伸一4 ナスノダイキチ −4 (着外, 1落下)

中障害飛越競技B (14人)
渡邉 太郎 3 ファインスタイル −12 (着外, 3落下)

— 7/19 —
小障害飛越競技A (25人)
中川 竜介 3 レッドオーカン E (3反抗)

小障害飛越競技B (16人)
大西 宏明 3 ファンタスティック −7 (5位, 1反抗 1落下)
中川 竜介 3 レッドオーカン −7.5 (着外, 1反抗+T減)
河原 功志 3 サイビランザン −12.75 (着外, 2反抗+T減)
河原 功志 3 ビフォーザウインド −12.75 (着外, 2反抗+T減)

7/31 　第 27回 関西学生馬場馬術大会 (JRA京都)

学生賞典馬場馬術競技 (23人)

個人成績
5. 九十九 伸一 4 ジャックアスヒル 614点
9. 大橋 圭太 4 ウエスタンコナーズ 599点
17. 小林 深雪 4 アポイリージ 569点

団体成績
順位 大学名 総得点
1. 京都産業大学 1914点
2. 立命館大学 1814点
3. 京都大学 1782点

7/31～8/2 　第 27回 関西学生障碍馬術大会 (JRA阪神)

— 7/31 —
障碍飛越競技予選 (18人)
九十九 伸一4 ナスノダイキチ −0

— 8/1 —
標準中障碍飛越競技・第一走行 (42人)
九十九 伸一4 ナスノダイキチ E (3反抗)
渡邉 太郎 3 ファインスタイル E (3反抗)

8/2 　第 13回 学生馬術東西対抗競技会 (JRA阪神)

障害飛越競技 中川 竜介 4 ビフォーザウインド E (3反抗)
　　　∗ 中川は対馬負け、関西学生も負け (全体で 3勝 5敗)

8/29～30 　第 35回 関西学生総合馬術大会 (京都産業大学)

— 8/29 —
調教審査・学生 3-DAY EVENT馬場 (34人)
中川 竜介 3 レッドオーカン −146·1/3
渡邉 太郎 3 ファインスタイル −174·2/3
河原 功志 3 サイビランザン −176·1/3

— 8/30 —
余力審査 (33人)
渡邉 太郎 3 ファインスタイル −0
中川 竜介 3 レッドオーカン E (3反抗)
河原 功志 3 サイビランザン R (途中棄権)

個人成績 (＊印は全日本学生の権利獲得)
7. 渡邉 太郎 3 ファインスタイル −174·2/3 ＊

9/23 　京都府スポーツデー記念馬術大会 (京都乗馬クラブ)

第1課目馬場馬術競技 (10人)
宮本 　香 1 アポイリージ 294点 (1位)
大宮 琢磨 1 アポイリージ 288点 (2位)
水野 　礼 1 黒潮丸 278点 (3位)
高桑 浩彰 1 ビフォーザウインド 242点 (6位)
若野 博嗣 1 ワンダーアミューズ 240点 (着外)
北条 智人 1 ワンダーアミューズ 238点 (着外)
袖野 玲子 1 ビフォーザウインド 228点 (着外)

第2課目馬場馬術競技 (14人)
舘野 隆之輔2 アポイリージ 397点 (4位)
秋山 演亮 3 黒潮丸 376点 (6位)
本庶 仁子 3 オレンジペコ 365点 (着外)
澤木 夕紀彦2 ビフォーザウインド 359点 (着外)
桝原 　治 2 黒潮丸 337点 (着外)
家護谷 昌徳2 ファンタスティック 318点 (着外)

小障害飛越競技A (11人 (Open 4人))
渡邉 太郎 3 レッドオーカン −0 (Open)

中障害飛越競技C・S&H (23人 (Open 1人))
渡邉 太郎 3 ファインスタイル 70”8 (着外, 2落下)

中障害飛越競技B (14人)
渡邉 太郎 3 ファインスタイル −0 (4位, J.O.−39; 2反抗 1落下+T減)

小障害飛越競技C (27人 (Open 2人))
長谷部 直子3 ファインスタイル −0 (着外)
本庶 仁子 3 オレンジペコ −3 (着外, 1反抗)
家護谷 昌徳2 ファンタスティック E (ゴール後飛越)

低障害飛越競技 (16人 (Open 1人))
瀬木 恵里 2 オレンジペコ E (経路違反)

11/14～15 　第 35回 全日本学生 3DAY-EVENT (馬事公苑)

— 11/14 —
調教審査・学生 3-DAY EVENT馬場 (68人)
渡邉 太郎 3 ファインスタイル −179·1/3

— 11/15 —
耐久審査 (68人)
渡邉 太郎 3 ファインスタイル E (逆標旗)

12/6 　京都府忘年月例馬術大会 (京都産業大学)

第2課目馬場馬術競技 (男子)(9人)
秋山 演亮 3 黒潮丸 349点 (3位)
水野 　礼 1 アポイリージ 316点 (着外)
桝原 　治 2 黒潮丸 311点 (着外)
澤木 夕紀彦2 ジャックアスヒル 293点 (着外)
家護谷 昌徳2 ファンタスティック 280点 (着外)
若野 博嗣 1 ビフォーザウインド 269点 (着外)

第2課目馬場馬術競技 (女子)(6人)
本庶 仁子 3 オレンジペコ 367点 (3位)
宮本 　香 1 ジャックアスヒル 310点 (着外)

ジュニア団体馬場馬術競技 (8人)
舘野 隆之輔2 アポイリージ 590点 (2位)
河原 功志 3 ジャックアスヒル 559点 (着外)
大西 宏明 3 ウエスタンコナーズ 518点 (着外)

第3課目馬場馬術競技 (4人)
岸辺 　護 2 アポイリージ 416点 (3位)

中障害飛越競技C (17人)
渡邉 太郎 3 ファインスタイル −8 (着外, 2落下)

小障害飛越競技B (21人 (Open 2人))
秋山 演亮 3 黒潮丸 −0 (3位)
家護谷 昌徳2 ファンタスティック −0 (着外)
瀬木 恵里 2 ファインスタイル −0.25 (着外, T減)
高橋 宗士 2 レッドオーカン −0.5 (着外, T減)


