
2/20 　平成 4年度 関西学生馬術連盟定例総会 (宝塚ホテル)

＜平成 4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 258点 4. 同志社大学 　57点
2. 大阪府立大学 122点 5. 立命館大学 44点
3. 関西大学 77点 6. 京都大学 38点

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 　
　該当者なし
功労馬
　ミノルオー

1/23～24 　東大戦 (東京大学)

— 1/23 —
第 2課目馬場馬術競技
　詳細不明

— 1/24 —
障害飛越競技

No. 選手名 所属 馬匹名 総減点 タイム 勝点
1. 海津 　裕 東京大 3 メモリーバイス 14.5 80”2
2. 五嶋 　健 京都大 3 東炎 E —
3. 諏訪 剛宏 東京大 2 東椿 E —
4. 大西 宏明 京都大 3 東閃光 E —
5. 河原 功志 京都大 3 東魁 E —
6. 山口 佳孝 東京大 3 東炎 21.25 123”3
7. 中川 竜介 京都大 3 東椿 6 87”0
8. 鈴木 哲矢 東京大 3 東閃光 E —

団体優勝 東京大学
団体準優勝 京都大学
最優秀選手 山口 佳孝 　(東京大)
優秀選手 中川 竜介 　(京都大)

2/25～26 　岡大戦 (京都大学)

— 2/25 —
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. 黒田 尚美 岡山大 2 アポイリージ 360点 0
2. 大原 麻子 京都大 2 オレンジペコ 353点 2
3. 山口 陵子 岡山大 2 黒潮丸 316点 0
4. 宮崎 由佳 京都大 2 ロックラッド 338点 2
5. 舘野 隆之輔 京都大 2 アポイリージ 422点 2
6. 田中 堅太郎 岡山大 2 オレンジペコ 328点 0
7. 岸辺 　護 京都大 2 黒潮丸 345点 2
8. 小川 　仁 岡山大 2 ロックラッド 262点 0

— 2/26 —
障害飛越競技

No. 選手名 所属 馬匹名 総減点 タイム 勝点
1. 中嶋 　亮 京都大 2 フリースタイル 0 67”0 2
2. 小川 　仁 岡山大 2 ファインスタイル 3.5 81”2 0
3. 山口 陵子 岡山大 2 フリースタイル E — 0
4. 高橋 宗士 京都大 2 ファインスタイル 0 75”1 2
5. 家護谷 昌徳 京都大 2 ビフォーザウィンド 0 63”4 1
6. 黒田 尚子 岡山大 2 ファインスタイル 0 70”1 1
7. 田中 堅太郎 岡山大 2 ビフォーザウィンド 0 67”3 1
8. 瀬木 恵里 京都大 2 ファインスタイル 0 63”4 1
9. 澤木 夕紀彦 京都大 2 ビフォーザウィンド 0 64”3 –
　　　∗ 澤木はオープン参加

団体優勝 京都大学 (勝点 14)
団体準優勝 岡山大学 (勝点 2)
最優秀選手 舘野 隆之輔 (京都大)
優秀選手 黒田 尚美 　(岡山大)

3/14 　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)
大西 宏明 3 ウエスタンコナーズ 585点 (2位)
舘野 隆之輔2 アポイリージ 565点 (3位)

第 2課目馬場馬術競技 (男子) (13人)
秋山 演亮 3 黒潮丸 357点 (着外)
中嶋 　亮 2 ジャックアスヒル 355点 (着外)
若野 博嗣 1 アポイリージ 353点 (着外)
大宮 琢磨 1 黒潮丸 296点 (着外)
家護谷 昌徳2 ファンタスティック 292点 (着外)
高橋 宗士 2 レッドオーカン 266点 (着外)

第 2課目馬場馬術競技 (女子) (10人)
瀬木 恵里 2 アポイリージ 358点 (3位)
宮崎 由佳 2 ウエスタンコナーズ 354点 (着外)
本庶 仁子 3 オレンジペコ 348点 (着外)

小障害飛越競技A (24人 (Open 3人))
中川 竜介 3 フリースタイル −0 (着外)
渡邉 太郎 3 ファインスタイル −0 (着外)
秋山 演亮 3 黒潮丸 −8 (着外)
澤木 夕紀彦2 ビフォーザウィンド −15.75 (着外, 2反抗+T減)
高橋 宗士 2 レッドオーカン −10.25 (着外, 1反抗+T減)

小障害飛越競技B (31人 (Open 1人))
大原 麻子 2 ファインスタイル −0 (着外)
岸辺 　護 2 ファインスタイル −12.75 (着外, 2反抗+T減)
本庶 仁子 3 オレンジペコ E (3反抗)

低障害飛越競技 (20人)
桝原 　治 2 オレンジペコ −0 (着外)

3/14 　第 4回 関西学生馬術王座決定戦・京都地区予選 (立命館大学)

小障害飛越競技A (貸与馬障害飛越競技)
1回戦

No. 選手名 所属 馬匹名 馬匹所属 減点 Time
1. 澤木 夕紀彦 京都大2 ビフォーザウインド京都大 15.75 98”9
2. 井上 伸一 立命館大 2 ベルセルク 立命館大 257 不明
3. 倉田 昌雄 同志社大 3 アルマターボ 同志社大 137 不明
4. 井上 泰平 京産大2 グラフィアス 京産大 17.5 不明
5. 中川 竜介 京都大3 ベルセルク 立命館大 227 不明
6. 佐野 憲志 立命館大 2 ビフォーザウインド京都大 11.75 82”1
7. 上村 利幸 同志社大 2 グラフィアス 京産大 0 不明
8. 古川 慎司 京産大3 アルマターボー 同志社大 0 不明

決勝戦
No. 選手名 所属 馬匹名 馬匹所属 減点 Time
1. 澤木 夕紀彦 京都大2 ビフォーザウインド京都大 0 63”5
2. 古川 慎司 京産大3 グレートディッパー京産大 0 61”1
3. 井上 泰平 京産大2 ビフォーザウインド京都大 4 55”4
4. 中川 竜介 京都大3 グレートディッパー京産大 0 68”3
　　　∗ 決勝リーグの出場権獲得

4/3～4 　第 32回 国立七大学総合体育大会 (京都大学)

— 4/3 —
[予選Aブロック・第 3課目馬場馬術競技]
選手名 馬匹名 得点 勝点
大西 宏明 4 ウエスタンコナーズ 357点 2
河原 功志 4 シーザレディ (高宮) 328点 2
舘野 隆之輔3 アポイリージ 357点 2
　　　∗ 予選Aブロックを 1位で通過し、決勝戦へ進出
— 4/4 —
[決勝戦・障害飛越競技]
選手名 馬匹名 減点 勝点
渡邉 太郎 4 ファインスタイル 4.5 0
秋山 演亮 4 ディバーナ (高宮) 9 1
中川 竜介 4 グレーン (高宮) 7 1

団体優勝 名古屋大学 (勝点 4)
団体準優勝 東京大学 　(勝点 3)
団体第 3位 京都大学 　(勝点 2)
最優秀選手 小川 嘉康 (名古屋大)
優秀選手 諏訪 剛宏 (東京大)
優秀選手 八木 　聰 (北海道大)

4/18 　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 (12人)
舘野 隆之輔3 アポイリージ 582点 (着外)
大西 宏明 4 ウエスタンコナーズ 570点 (着外)

第3課目馬場馬術競技 (20人)
岸辺 　護 3 ウエスタンコナーズ 366点 (着外)
高橋 宗士 3 レッドオーカン 342点 (着外)
宮本 　香 2 アポイリージ 333点 (着外)
秋山 演亮 4 黒潮丸 323点 (着外)
本庶 仁子 4 オレンジペコ 322点 (着外)

小障害飛越競技A (30人)
舘野 隆之輔3 ファインスタイル −0 (2位)
高橋 宗士 3 レッドオーカン −1.75 (着外, T減)
本庶 仁子 4 オレンジペコ −5.5 (着外, 1反抗+T減)
中川 竜介 4 フリースタイル −9.75 (着外, 2反抗+T減)
秋山 演亮 4 黒潮丸 −11 (着外, ?反抗)

小障害飛越競技C (19人)
家護谷 昌徳3 ファンタスティック −6.25 (着外, 1反抗+T減)
桝原 　治 3 ファインスタイル E (経路違反)

中障害飛越競技B (18人)
渡邉 太郎 4 ファインスタイル −19 (着外, 1反抗 4落下)

4/29 　第 4回 関西学生馬術王座決定戦・決勝リーグ (関西学院大学)

中障碍飛越競技C (貸与馬障害飛越競技)
第1試合 神戸大学 対 京都大学

No. 選手名 所属 馬匹名 馬匹所属 総減点 Time
1. 中川 竜介 京都大4 フリースタイル 京都大 0 65”31
2. 細見 博友 神戸大4 凌蛍 神戸大 181.25 178”00
3. 大西 宏明 京都大4 千麗 関西大 221.25 178”00
4. 三野 彰久 神戸大4 フリースタイル 京都大 14.5 94”84
5. 渡邉 太郎 京都大4 凌蛍 神戸大 181.25 178”00
6. 西端 賢一 神戸大4 千麗 関西大 18 124”06

　　　∗ 総減点 神戸大学 213.75, 京都大学 402.5 で神戸大学の勝ち

第2試合 京都大学 対 関西大学
No. 選手名 所属 馬匹名 馬匹所属 総減点 Time
1. 渡邉 太郎 京都大4 ファインスタイル 京都大 0 63”69
2. 益田 高志 関西大3 千洋 関西大 0 66”75
3. 中川 竜介 京都大4 ハヤテ 神戸大 225.25 178”00
4. 吉川 浩史 関西大4 ファインスタイル 京都大 3 69”97
5. 大西 宏明 京都大4 千洋 関西大 162.25 178”00
6. 三宅 祥平 関西大4 ハヤテ 神戸大 161.25 178”00

　　　∗ 総減点 京都大学 387.5, 関西大学 164.25 で関西大学の勝ち

第3試合 関西大学 対 神戸大学
No. 選手名 所属 馬匹名 馬匹所属 総減点 Time
1. 吉川 浩史 関西大4 千鵬 関西大 0 59”44
2. 三野 彰久 神戸大4 隼朋 神戸大 0 64”03
3. 三宅 祥平 関西大4 グレートディッパー 京産大 3 80”84
4. 西端 賢一 神戸大4 千鵬 関西大 81.25 178”00
5. 藤本 桂子 関西大4 隼朋 神戸大 0 59”48
6. 細見 博友 神戸大4 グレートディッパー 京産大 8 65”10

　　　∗ 総減点 関西大学 3, 神戸大学 89.25 で関西大学の勝ち

順位 大学名 勝敗数
1. 関西大学 2勝0敗
2. 神戸大学 1勝1敗
3. 京都大学 0勝2敗



4/29 　第 7回 関西学生選抜社会人選抜対抗戦 (関西学院大学)

障害飛越競技
中川 竜介 4 グレートディッパー 京産大 −0
渡邉 太郎 4 凌蛍 神戸大 −181.25 (3反抗)
　　　∗ 中川は対馬勝ち、渡邉は引き分けるも、総減点で社会人選抜が勝利

5/3～4 　第 31回 関西学生馬術選手権大会 (大阪府立大学)

— 5/3 —
予選 ·部班 (32人)
河原 功志 4 甲嵐 甲南大 2位/5人中
高橋 宗士 4 オレンジペコ 京都大 2位/4人中
舘野 隆之輔3 甲嵐 甲南大 3位/5人中
中川 竜介 4 甲嵐 甲南大 5位/5人中
大西 宏明 4 凌雲 神戸大 4位/4人中
家護谷 昌徳3 ベラクルス 京産大 4位/4人中
　　　∗ 河原、高橋は準々決勝進出
準々決勝 ·第 3課目 (16人)
河原 功志 4 ヴェルダンディ 京産大 2位/4人中
高橋 宗士 4 ヴェルダンディ 京産大 3位/4人中
　　　∗ 河原は準決勝進出
準決勝 ·第 4課目 (8人)
河原 功志 4 静浪 大阪府大 −163・1/2

— 5/4 —
準決勝 ·障碍飛越 (8人)
河原 功志 4 ライムライト 京産大 −0
　　　∗ 河原は準決勝の 2鞍の減点合計でブロック内 3位となり 5位入賞、
　　　　　第 65回 全日本学生馬術選手権大会および
　　　　　第 14回 学生馬術東西対抗競技会の出場権利を獲得

5/3～4 　第 29回 関西学生馬術女子選手権大会 (大阪府立大学)

— 5/3 —
予選 ·部班 (26人)
本庶 仁子 4 甲蓮 甲南大 2位/4人中
大原 麻子 3 タツミエース 京産大 3位/4人中
　　　∗ 予選通過者なし

5/9 　第 14回 学生馬術東西対抗競技会 (馬事公苑)

障害飛越競技
河原 功志 4 グレンリベット 専修大 E (場外)
　　　∗ 河原は対馬負け、喰い数で関西学生が勝利 (全体で 4勝 3敗 1分)

5/23 　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 (Open 1人))
舘野 隆之輔3 アポイリージ 596点 (3位)

第 3課目馬場馬術競技 (男子) (11人)
高橋 宗士 3 レッドオーカン 327.0点 (着外)

第 3課目馬場馬術競技 (女子) (8人)
長谷部 直子4 アポイリージ 337点 (着外)
宮崎 由佳 3 アポイリージ 321点 (着外)
本庶 仁子 4 オレンジペコ 319点 (着外)

小障害飛越競技B (39人 (Open 1人))
若野 博嗣 2 ファインスタイル −0 (着外)
高橋 宗士 3 レッドオーカン −0 (着外)
舘野 隆之輔3 オレンジペコ −0 (着外)
家護谷 昌徳3 ファンタスティック −16.75 (着外, 2反抗+T減)

低障害飛越競技 (11人)
藤井 　正C ハナジロー −0 (3位)
額賀 信尾C ミカゲノコマチ −4 (着外, 1落下)

中障害飛越競技C (22人)
高橋 宗士 3 レッドオーカン −0 (着外)

中障害飛越競技B (12人 (Open 1人))
渡邉 太郎 4 ファインスタイル −4 (着外)

6/9 　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)
大西 宏明 4 ウエスタンコナーズ 565.5点 (着外)
河原 功志 4 ジャックアスヒル 546.5点 (着外)
舘野 隆之輔3 アポイリージ 542.0点 (着外)

小障害飛越競技A (28人)
秋山 演亮 4 黒潮丸 −0 (着外)
家護谷 昌徳3 ファンタスティック −0 (着外)
舘野 隆之輔3 オレンジペコ −4 (着外, 1落下)

小障害飛越競技C (29人)
高桑 浩彰 2 ファインスタイル −0 (1位)
水野 　礼 2 黒潮丸 −0 (着外)
藤井 　正C ハナジロー −0 (着外)
大宮 琢磨 2 ファインスタイル −4 (着外, 1反抗+T減)

一般中障害飛越競技C (16人)
渡邉 太郎 4 ファインスタイル −0 (着外)

7/2～4 　第 65回 全日本学生馬術選手権大会 (馬事公苑)

— 7/2 —
1回戦 ·学生選手権馬場 (32人)
河原 功志 4 パインキャッスル 　　大 2位/4人中
　　　∗ 河原は 2回戦に進出

2回戦 ·学生選手権馬場 (16人)
河原 功志 4 雅風 東農工大 3位/4人中
　　　∗ 河原は準決勝進出ならず

7/17～18 　第 16回 京都府民総合体育大会馬術競技 (JRA京都)

— 7/17 —
ジュニア団体馬場馬術競技 (11人)
舘野 隆之輔3 アポイリージ 567点 (着外)
河原 功志 4 ジャックアスヒル 555点 (着外)

第 3課目馬場馬術競技 (男子) (8人)
家護谷 昌徳3 ファンタスティック 326点 (着外)

第 3課目馬場馬術競技 (女子) (5人)
瀬木 恵里 3 ウィザードサム 359点 (3位)
宮崎 由佳 3 ハナジロー 271点 (着外)

中障害飛越競技C (19人)
中川 竜介 4 フリースタイル −11 (着外, 1反抗?)
秋山 演亮 4 黒潮丸 −12 (着外, ?)

7/19 　京都競馬場乗馬センター改築記念馬術大会 (JRA京都)

小障害飛越競技C (27人)
藤井 　正C ハナジロー −0 (2位)
澤木 夕紀彦3 ビフォーザウィンド −0 (着外)
若野 博嗣 2 ビフォーザウィンド −0.75 (着外, T減)
宮崎 由佳 3 ハナジロー −1.25 (着外, T減)
桝原 　治 3 黒潮丸 −4.25 (着外, 1反抗+T減)
額賀 信尾C ミカゲノコマチ −9.5 (着外, 1反抗+T減)
大宮 琢磨 2 フリースタイル −16.75 (着外, 2反抗+T減)

小障害飛越競技B (27人)
藤井 　正C ハナジロー −0 (着外)

小障害飛越競技A (37人)
家護谷 昌徳3 ファンタスティック −0 (着外)
高橋 宗士 3 レッドオーカン −0 (着外)

中障害飛越競技C (27人)
澤木 夕紀彦3 ビフォーザウィンド −0 (着外)
家護谷 昌徳3 ファンタスティック −0 (着外)
高橋 宗士 3 レッドオーカン −3 (着外, 1反抗)

7/30～8/1 　第 28回 全関西学生馬術大会 (JRA京都)

— 7/30 —
学生賞典馬場馬術競技 (22人)
舘野 隆之輔3 アポイリージ 592点 (5位)
河原 功志 4 ジャックアスヒル 564点 (着外)
大西 宏明 4 ウエスタンコナーズ 566点 (着外)

新馬障碍飛越競技 (18人)
家護谷 昌徳3 ファンタスティック E (3反抗)

障碍飛越予選競技 (60人)
秋山 演亮 4 黒潮丸 −0 (3位)
中川 竜介 4 フリースタイル −0 (着外)
家護谷 昌徳3 ファンタスティック −7 (着外, 1反抗+?)
舘野 隆之輔3 オレンジペコ −16 (着外, 4落下)
渡邉 太郎 4 ファインスタイル E (3反抗)
澤木 夕紀彦3 ビフォーザウィンド E (3反抗)

— 7/31 —
中障碍飛越競技C (22人)
中川 竜介 4 フリースタイル −7 (着外, 1反抗+?)
家護谷 昌徳3 ファンタスティック E (3反抗)
秋山 演亮 4 黒潮丸 E (3反抗)

複合馬術競技C (8人)
中川 竜介 4 フリースタイル 136·2/3 (5位)

— 8/1 —
コンソレーション障碍飛越競技 (13人)
澤木 夕紀彦3 ビフォーザウィンド E (3反抗)

7/30～8/1 　第 25回 関西学生女子自馬大会 (JRA京都)

— 7/30 —
第3課目馬場馬術競技 (33人)
瀬木 恵里 3 ウィザードサム 356.5点 (5位)
宮崎 由佳 3 ジャックアスヒル 343.0点 (着外)
長谷部 直子4 アポイリージ 331.0点 (着外)
大原 麻子 3 ウエスタンコナーズ 299.5点 (着外)
本庶 仁子 4 オレンジペコ 298.5点 (着外)

— 7/31 —
第2課目馬場馬術競技 (25人)
宮本 　香 2 アポイリージ 309.0点 (4位)

8/1 　第 24回 関西学生新人馬術大会 (JRA京都)

新人障碍飛越競技 (56人)
高桑 浩彰 2 黒潮丸 −0 (着外)
桝原 　治 3 黒潮丸 −3 (着外, 1反抗)
水野 　礼 2 フリースタイル −11.25 (着外, 2反抗+T減)
大宮 琢磨 2 フリースタイル E (3反抗)
若野 博嗣 2 ビフォーザウィンド E (3反抗)

8/20 　第 28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 (＊印は全日本学生の出場権利獲得)
5. 舘野 隆之輔 3 アポイリージ 603.5点 ＊
9. 河原 功志 4 ジャックアスヒル 585.5点
11. 大西 宏明 4 ウエスタンコナーズ 579.5点

団体成績
順位 大学名 総得点
1. 京都産業大学 1894.0点
2. 立命館大学 1792.5点
3. 京都大学 1768.5点

8/20～22 　第 28回 関西学生障碍馬術大会 (JRA京都)

— 8/21 —
標準中障碍飛越競技・第一走行 (36人)
中川 竜介 4 フリースタイル E (3反抗)

9/15, 23 　第 36回 関西学生総合馬術大会 (京都産業大学)

— 9/15 —
調教審査・学生 3-DAY EVENT馬場 (31人)
秋山 演亮 4 黒潮丸 −153
渡邉 太郎 4 ファインスタイル −154·2/3

— 9/23 —
余力審査 (29人)
秋山 演亮 4 黒潮丸 E (3反抗)
渡邉 太郎 4 ファインスタイル E (3反抗)



10/11 　京都府スポーツデー記念馬術大会 (京都乗馬クラブ)

ジュニア団体馬場馬術競技 (5人)
荒川 純一K ジャックアスヒル 596.5点 (1位)
舘野 隆之輔3 アポイリージ 532.5点 (着外)

第 3課目馬場馬術競技 (13人 (Open 2人))
岸辺 　護 3 ウエスタンコナーズ 353.0点 (1位)
瀬木 恵里 3 ウィザードサム 325.5点 (着外)
桝原 　治 3 黒潮丸 317.0点 (着外)

第 2課目馬場馬術競技 (11人)
中島 禎典 1 ジャックアスヒル 340.5点 (1位)
榊本 大輔 1 ジャックアスヒル 307.5点 (着外)
所 　啓子 1 アポイリージ 265.0点 (着外)
田口 健治 1 アポイリージ 260.5点 (着外)
香川 　穣 1 黒潮丸 283.0点 (着外)
異相 貴文 1 黒潮丸 278.5点 (着外)

11/12 　第 36回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会 (馬事公苑)

学生賞典馬場馬術競技 (39人)

個人成績
24. 舘野 隆之輔3 アポイリージ 563点 (49.4%)

12/18 　日本馬術連盟 平成 5年度功労者・功労馬表彰式 (高輪プリンスホテル)

平成 5年度 功労馬表彰
　サイビランザン

12/19 　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 (7人)
舘野 隆之輔 3 アポイリージ 552.5点 (3位)

第 3課目馬場馬術競技 (15人)
瀬木 恵里 3 ウィザードサム 342.0点 (着外)
大宮 琢磨 2 アポイリージ 341.5点 (着外)
桝原 　治 3 黒潮丸 319.0点 (着外)
若野 博嗣 2 オレンジペコ 310.0点 (着外)
宮崎 由佳 3 ジャックアスヒル 304.0点 (着外)

第 2課目馬場馬術競技 (6人 (Open 1人))
香川 　穣 1 ジャックアスヒル 290.0点 (3位)
竹之内みどり 1 アポイリージ 172.5点 (着外)

中障害飛越競技C (16人 (Open 2人))
小沢 耕介C オレンジペコ −9.5 (着外, 1反抗 1落下+T減)

小障害飛越競技C (19人 (Open 1人))
額賀 信尾C ミカゲノコマチ −0 (着外)
若野 博嗣 2 オレンジペコ −0 (着外)
舘野 隆之輔 3 ハナジロー −0 (着外)
水野 　礼 2 ファインスタイル −21 (着外, 2反抗+T減)


