
1/22 　平成 5年度 関西学生馬術連盟定例総会 (東華菜館)

＜平成 5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 70点 4. 同志社大学 34点
2. 関西大学 62点 5. 関西学院大学 28点
3. 大阪府立大学 58点 6. 京都大学 18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 　
大西 宏明 　平成 5年度副幹事長

功労馬
　サイビランザン

1/29 　東大戦 (京都大学)

第 3課目馬場馬術競技
No. 選手名 所属 馬匹名 総得点 勝点
1. 舘野 隆之輔 京都大 3 アポイリージ 381点 2
2. 岸辺 　護 京都大 3 ウエウタンコナーズ 363点 2
3. 家護谷 昌徳 京都大 3 ファンタスティック 348点 2
4. 太田 　稔 東京大 3 ウィザードサム 325点 0
5. 小曽戸 陽一 東京大 3 アポイリージ 313点 0
6. 小笠 倫弘 東京大 3 ウエウタンコナーズ 347点 0
7. 山口 　敦 東京大 3 ファンタスティック 291点 0
8. 瀬木 恵里 京都大 3 ウィザードサム 381点 2
　　　∗ 降雪のため障害飛越競技は中止

団体優勝 京都大学 (勝点 8)
団体準優勝 東京大学 (勝点 0)
最優秀選手 舘野 隆之輔 (京都大)
優秀選手 小笠 倫弘 　(東京大)

2/13 　岡大戦 (岡山大学)

第 3課目馬場馬術競技
詳細不明

　　　∗ 降雪のため障害飛越競技は中止
団体優勝 京都大学 (勝点 ?)
団体準優勝 岡山大学 (勝点 ?)
最優秀選手 若野 博嗣 　(京都大)
優秀選手 桝原 　治 　(京都大)

3/21 　京都四大学新人戦 兼 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)
舘野 隆之輔3 アポイリージ 616.5点 (1位)
岸辺 　護 3 ウエスタンコナーズ 554.5点 (着外)

第 3課目馬場馬術競技 (16人 (新人戦 12人, Open 4人))
水野 　礼 2 ウエスタンコナーズ 271.5点 (着外)
高桑 浩彰 2 アポイリージ 265.0点 (着外)
瀬木 恵里 3 ウィザードサム 262.5点 (Open)
桝原 　治 3 黒潮丸 238.5点 (Open)
中島 禎典 1 黒潮丸 222.5点 (着外)

小障害飛越競技A (31人: 新人戦 21人)
水野 　礼 2 ファインスタイル −0 (着外, 新人戦着外)
家護谷 昌徳3 ファンタスティック −12.25 (着外, 2反抗+T減)

小障害飛越競技C (14人 (Open 1人))
高桑 浩彰 2 ファインスタイル −0 (着外)

4/9～10 　第 33回 国立七大学総合体育大会 (東北大学)

— 4/9 —
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
舘野 隆之輔4 アークトゥルス 356.5点
岸辺 　護 4 シルバードリーム 340.5点
高橋 宗士 4 グレースカップ 344.0点
予選Aブロックを 2位となりし、敗者復活戦へ進出

— 4/10 —
敗者復活戦・障害飛越競技
選手名 馬匹名 減点 勝敗
舘野 隆之輔4 詩絵里 118.75 勝
高橋 宗士 4 滝右衛門 172.75 勝
岸辺 　護 4 ファルド 0 勝
　　　∗ 敗者復活戦に勝ち、決勝戦へ進出
決勝戦・障害飛越競技
選手名 馬匹名 減点 勝点
岸辺 　護 4 杜 　嶷 98.75 1
高橋 宗士 4 ベルーガ 3 2
舘野 隆之輔4 杜々呂 12 1

団体優勝 東北大学 　(勝点 8)
団体準優勝 名古屋大学 (勝点 6)
団体第 3位 京都大学 　(勝点 4)
最優秀選手 　　 　　 ( 　　大)
優秀選手 　　 　　 ( 　　大)
優秀選手 　　 　　 ( 　　大)

4/17 　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)
岸辺 　護 4 ウエスタンコナーズ 560.0点 (着外)
舘野 隆之輔4 アポイリージ 559.5点 (着外)

第 3課目馬場馬術競技 (18人)
大宮 琢磨 3 ウエスタンコナーズ 344.0点 (着外)
瀬木 恵里 4 ウィザードサム 339.5点 (着外)
榊本 大輔 2 アポイリージ 328.5点 (着外)

小障害飛越競技C (28人 (Open 1人))
舘野 隆之輔4 ハナジロー −0 (着外)
桝原 　治 4 黒潮丸 −3 (着外, 1反抗)
渡邉 太郎C ダンディライアン −5.75 (着外, 1落下+T減)
田口 健治 3 ファインスタイル E (3反抗)

小障害飛越競技A (42人)
水野 　礼 3 ファインスタイル −0 (着外)
家護谷 昌徳4 ファンタスティック E (3反抗)

4/17 　第 5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. 澤木 夕紀彦 京都大4 デュエルアラミス 同志社大 118.5 164”0
2. 長岡 正樹 立命館大 3 黒潮丸 京都大 138.5 164”0
3. 鈴木 孝章 京産大4 ベルセルク 立命館大 122.5 164”0
4. 澤井 靖子 同志社大 3 フォルナックス 京産大 0 70”5
5. 増井 智裕 立命館大 3 デュエルアラミス 同志社大 78.5 164”0
6. 市丸 善一 京産大3 黒潮丸 京都大 3 76”5
7. 渡部 竜馬 同志社大 3 ベルセルク 立命館大 118.5 164”0
8. 高桑 浩彰 京都大3 フォルナックス 京産大 0 72”6
9. 鹿屋 信一 京産大3 デュエルアラミス 同志社大 78.5 164”0
10. 田村 　慎 同志社大 3 黒潮丸 京都大 17 93”5
11. 桝原 　治 京都大4 ベルセルク 立命館大 222.5 164”0
12. 田中 主馬 立命館大 2 フォルナックス 京産大 4.25 82”6
　　　∗ Time 164”0は失権者

順位 大学名 減点合計
1. 同志社大 135.5
2. 京産大 204
3. 立命館大 221.25
4. 京都大 341

　　　∗ 決勝リーグの出場権獲得ならず

5/3～4 　第 32回 関西学生馬術選手権大会 (大阪府立大学)

— 5/3 —
予選 ·部班 (39人)
岸辺 　護 4 イーザリー 立命館大 3位/5人中
若野 博嗣 3 デュエルアラミス 同志社大 4位/5人中
大宮 琢磨 3 イーザリー 立命館大 4位/5人中
桝原 　治 4 イーザリー 立命館大 5位/5人中
舘野 隆之輔4 響 神戸大 5位/5人中
　　　∗ 予選通過者なし

5/3～4 　第 30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 (21人)
瀬木 恵里 4 凌 　優 神戸大 1位/4人中
宮崎 由佳 4 グリーンビワコ 関西大 3位/4人中
　　　∗ 瀬木は準決勝進出
準決勝 ·第 3課目 (8人)
瀬木 恵里 4 誉 神戸大 −125·2/3

— 5/4 —
準決勝 ·障害飛越 (8人)
瀬木 恵里 4 浪司 大阪府大 −0
　　　∗ 瀬木は準決勝 2鞍の減点合計でブロック内 1位となり決勝進出
決勝 ·障害飛越 (4人)
瀬木 恵里 4 ライムライト 京産大 −199.5
瀬木 恵里 4 うめ 同志社大 −281.5
　　　∗ 瀬木は決勝の 2鞍の減点合計で 4位入賞、
　　　　第 30回 全日本学生馬術女子選手権大会の出場権利を獲得

5/15 　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 (18人)
岸辺 　護 4 ウエスタンコナーズ 591.5点 (着外)
舘野 隆之輔4 アポイリージ 590.5点 (着外)
高橋 宗士 4 ジャックアスヒル 558.5点 (着外)

第3課目馬場馬術競技 (11人)
荒川 純一C アーリーオータム 339.5点 (2位)
若野 博嗣 3 ウエスタンコナーズ 324.0点 (着外)
水野 　礼 3 アポイリージ 298.0点 (着外)
瀬木 恵里 4 ウィザードサム 250.5点 (着外)

小障害飛越競技C (23人)
舘野 隆之輔4 ハナジロー −0 (着外)
桝原 　治 4 黒潮丸 −0 (着外)
高橋 宗士 4 ミカゲノコマチ −0 (着外)
家護谷 昌徳4 ファンタスティック −0 (着外)
高桑 浩彰 3 ダンディライアン −0 (着外)
澤木 夕紀彦4 ナスノダイキチ −4 (着外, 1落下)
榊本 大輔 2 ファインスタイル −6.75 (着外, 1反抗+T減)
中島 　亮 4 フリースタイル −14 (着外, 2反抗+T減)

小障害飛越競技A (29人)
家護谷 昌徳4 ファンタスティック −0 (3位)
舘野 隆之輔4 ハナジロー −0 (着外)
桝原 　治 4 黒潮丸 E (3反抗)

中障害飛越競技C (18人 (Open 2人))
水野 　礼 3 ファインスタイル −24.75 (2反抗+T減)

6/12 　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 (9人)
高橋 宗士 4 ジャックアスヒル 565.5点 (着外)

第3課目馬場馬術競技 (14人)
宮崎 由佳 4 アーリーオータム 332.5点 (着外)

小障害飛越競技B (6人)
桝原 　治 4 黒潮丸 −0 (2位)
高橋 宗士 4 レッドオーカン −0 (3位)

小障害飛越競技A (8人)
舘野 隆之輔4 ハナジロー −4 (着外, 1落下)

中障害飛越競技C (12人)
舘野 隆之輔4 ハナジロー −4 (着外, 1落下)

6/17～19 　第 29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 (21人)
舘野 隆之輔4 アポイリージ 613.0点 (着外)
高橋 宗士 4 ジャックアスヒル 609.0点 (着外)
岸辺 　護 4 ウエスタンコナーズ 597.5点 (着外)

新馬障碍飛越競技 (16人)
舘野 隆之輔4 ハナジロー −4 (着外, 1落下)

障碍飛越予選競技 (68人, 表彰なし)
高橋 宗士 4 レッドオーカン −0
澤木 夕紀彦4 ナスノダイキチ −0
舘野 隆之輔4 ハナジロー −4 (1落下)
水野 　礼 3 ファインスタイル −8 (2落下)
家護谷 昌徳4 ファンタスティック E (3反抗)

— 6/18 —
中障碍飛越競技C (32人)
高橋 宗士 4 レッドオーカン −0 (6位, J.O.−52; 1反抗 2落下+T減)
水野 　礼 3 ファインスタイル −3 (着外, 1反抗)
澤木 夕紀彦4 ナスノダイキチ −4 (着外, 1落下)
舘野 隆之輔4 ハナジロー E



複合馬術競技C (10人)
高橋 宗士 4 レッドオーカン 111·1/2 (2位)
水野 　礼 3 ファインスタイル 127·1/2 (4位)

— 6/19 —
コンソレーション障碍飛越競技 (7人)
家護谷 昌徳4 ファンタスティック −0 (2位)

6/17～19 　第 26回 関西学生女子自馬大会 (JRA阪神)

— 6/17 —
第 3課目馬場馬術競技・Aブロック (15人)
宮崎 由佳 4 アーリーオータム 313.0点 (着外)

— 6/18 —
第 2課目馬場馬術競技 (29人)
所 　啓子 2 ジャックアスヒル 299.5点 (4位)
藤村 　薫 2 アポイリージ 292.5点 (着外)
竹之内みどり 2 ウエスタンコナーズ 254.0点 (着外)

6/19 　第 25回 関西学生新人馬術大会 (JRA阪神)

新人障碍飛越競技 (54人)
榊本 大輔 2 ファインスタイル −0 (着外, J.O.−0)
香川 　穣 2 黒潮丸 −3 (着外, 1反抗)
田口 健治 2 ファンタスティック −3 (着外, 1反抗)
中島 禎典 2 ファインスタイル −4 (着外, 1落下)

7/1～3 　第 30回 全日本学生馬術女子選手権大会 (馬事公苑)

— 7/1 —
1回戦 ·学生選手権馬場 (32人)
瀬木 恵里 4 オリビア 学習院大 2位/4人中

2回戦 ·学生選手権馬場 (16人)
瀬木 恵里 4 タンバリン 東京農大 3位/4人中
　　　∗ 準決勝戦進出ならず

7/10 　第 45回 五大都市体育大会協賛馬術大会 (大阪市乗馬苑)

予選
藤井 　正C ホリーブライト −4 (1落下)

決勝
藤井 　正C ホリーブライト −8 (2落下)
　　　∗ 京都は準優勝

7/16～17 　第 17回 京都府民総合体育大会馬術競技 (京都乗馬クラブ)

— 7/16 —
ジュニア団体馬場馬術競技 (7人)
舘野 隆之輔4 アポイリージ 608.5点 (1位)
高橋 宗士 4 ジャックアスヒル 553.0点 (着外)

第 3課目馬場馬術競技 (13人)
宮崎 由佳 4 アーリーオータム 299.0点 (着外)

— 7/17 —
小障害飛越競技A (19人)
舘野 隆之輔4 ハナジロー −0 (着外)
高橋 宗士 4 レッドオーカン −7.5 (着外, 1反抗+T減)
家護谷 昌徳4 ファンタスティック E (3反抗)

小障害飛越競技C (10人)
桝原 　治 4 黒潮丸 −0 (1位)
瀬木 恵里 4 ファインスタイル −0 (3位)
澤木 夕紀彦4 ミカゲノコマチ −0 (着外)

中障害飛越競技C (25人)
家護谷 昌徳4 ファンタスティック −0 (3位)
舘野 隆之輔4 ハナジロー −0 (着外)
水野 　礼 3 ファインスタイル −4 (着外, 1落下)
高橋 宗士 4 レッドオーカン E (3反抗)

7/29 　第 29回 関西学生馬場馬術大会 (JRA阪神)

学生賞典馬場馬術競技 (20人)

個人成績 (＊印は全日本学生の出場権利獲得)
4. 高橋 宗士 4 ジャックアスヒル 611.5点 ＊
6. 舘野 隆之輔 4 アポイリージ 609.5点 ＊
14. 岸辺 　護 4 ウエスタンコナーズ 575.5点
　　　∗ ジャックアスヒルは故障のため権利を返上

団体成績
順位 大学名 総得点
1. 京都産業大学 1848.0点
2. 立命館大学 1821.5点
3. 京都大学 1796.5点

7/29～31 　第 29回 関西学生障碍馬術大会 (JRA阪神)

— 7/30 —
標準中障碍飛越競技・第一走行 (45人)
澤木 夕紀彦4 ナスノダイキチ E (3反抗)

8/13～14 　第 37回 関西学生総合馬術大会 (京都産業大学)

— 8/13 —
調教審査・学生賞典総合馬場馬術競技 (33人)
水野 　礼 3 ファインスタイル −151·2/3
舘野 隆之輔4 ハナジロー −161·1/6
高橋 宗士 4 レッドオーカン −162·1/2
家護谷 昌徳4 ファンタスティック −179

— 8/14 —
余力審査 (33人)
家護谷 昌徳4 ファンタスティック −10 (1反抗)
高橋 宗士 4 レッドオーカン −13 (1反抗+T減)
水野 　礼 3 ファインスタイル −16·3/4 (1反抗 1落下+T減)
舘野 隆之輔4 ハナジロー E (3反抗)

個人成績 (＊印は全日本学生の出場権利獲得)
3. 水野 　礼 3 ファインスタイル 168·5/12 ＊
6. 高橋 宗士 4 レッドオーカン 175·1/2 ＊
10. 家護谷 昌徳 4 ファンタスティック 189 ＊

団体成績
順位 大学名 減点計
1. 京都産業大学 471.2
2. 京都大学 532.85
3. (該当無)

8/13～14 　第 19回 関西学生女子複合馬術大会 (京都産業大学)

— 8/13 —
馬場馬術競技・第 3課目馬場馬術競技 (30人)
瀬木 恵里 4 ファインスタイル −108·1/12

— 8/14 —
障害飛越競技 (30人)
瀬木 恵里 4 ファインスタイル −5 (1落下)

個人成績
7. 瀬木 恵里 4 ファインスタイル −113·1/12

9/17～18 　京都府月例馬術大会 (高宮 RIDING PARK)

— 9/17 —
ジュニア団体馬場馬術競技 (2人)
舘野 隆之輔4 アポイリージ 580.5点 (1位)

第3課目馬場馬術競技・男子 (8人)
中島 禎典 2 アーリーオータム 341.0点 (3位)
高桑 浩彰 3 黒潮丸 339.5点 (着外)
大宮 琢磨 3 アポイリージ 312.5点 (着外)

第3課目馬場馬術競技・女子 (5人)
中尾 真実 1 アポイリージ 234.0点 (着外)

中障害飛越競技C (10人)
水野 　礼 3 ファインスタイル −0 (着外, J.O.−44; 2反抗+T減)

小障害飛越競技C (21人)
田口 健治 2 ファインスタイル −0 (2位)
大宮 琢磨 3 ハナジロー −0 (着外)
若野 博嗣 3 ファンタスティック −0 (着外)

10/16 　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 (9人)
舘野 隆之輔4 アポイリージ 612.5点 (着外)

第3課目馬場馬術競技 (12人)
若野 博嗣 3 ウエスタンコナーズ 382.5点 (2位)
高桑 浩彰 3 フリースタイル 353.5点 (3位)
中島 禎典 2 アーリーオータム 324.5点 (着外)

第2課目馬場馬術競技 (15人)
山下 麻貴子1 アーリーオータム 313.0点 (2位)
濱嶋 麻里 1 アポイリージ 309.5点 (3位)
齋木 洋史 1 ファインスタイル 301.0点 (着外)
山崎 　哲 1 アポイリージ 300.0点 (着外)
池田 俊太郎1 フリースタイル 299.0点 (着外)
中川 究也 1 黒潮丸 282.0点 (着外)
深森 広英 1 黒潮丸 270.0点 (着外)
小林 百合 1 ダンディライアン 266.0点 (着外)
水口 智江可1 ダンディライアン 258.0点 (着外)
吉田 暢之 1 ミカゲノコマチ 227.0点 (着外)

小障害飛越競技B (19人 (Open 6人))
大宮 琢磨 3 ハナジロー −0 (2位)
田口 健治 2 ファインスタイル −0 (着外)

小障害飛越競技A (31人 (Open 2人))
若野 博嗣 3 ファンタスティック −0 (1位)
家護谷 昌徳4 ファンタスティック −0 (着外)

中障害飛越競技C (24人 (Open 1人))
家護谷 昌徳4 ファンタスティック −4 (着外, 1落下)

11/23 　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 (7人)
舘野 隆之輔4 アポイリージ 598.5点 (3位)

第3課目馬場馬術競技 (17人)
大宮 琢磨 3 アポイリージ 347.5点 (着外)
高桑 浩彰 3 フリースタイル 325.5点 (着外)
藤村 　薫 2 アーリーオータム 320.0点 (着外)
中島 禎典 2 アーリーオータム 300.5点 (着外)

12/3～5 　第 30回 淀ホースショー馬術大会 (JRA京都)

— 12/3 —
第2課目馬場馬術競技・男子 (4人)
中島 禎典 2 アーリーオータム 317.0点 (1位)
大野 涼太 1 黒潮丸 252.0点 (着外)

第2課目馬場馬術競技・女子 (8人)
関本 麻香 1 アーリーオータム 296.0点 (着外)
藤井 知子 1 ダンディライアン 289.0点 (着外)
四位 真理子1 ダンディライアン 271.5点 (着外)
藤田 理恵 1 フリースタイル E (場外)

— 12/4 —
小障害飛越競技B (26人)
大宮 琢磨 3 ハナジロー −4 (着外, 1落下)

小障害飛越競技C (21人)
高桑 浩彰 3 黒潮丸 −0 (着外)

小障害飛越競技A (22人)
大宮 琢磨 3 ハナジロー −0 (着外, J.O.−7; 1落下+T減)

12/9 　第 37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 (41人)

個人成績
31. 舘野 隆之輔4 アポイリージ 547点 (48.0%)

12/10～11 　第 37回 全日本学生賞典総合馬術競技大会 (馬事公苑)

— 12/10 —
調教審査・学生賞典総合馬場馬術競技 (63人)
高橋 宗士 4 レッドオーカン −148·5/6
家護谷 昌徳4 ファンタスティック −180·1/2
水野 　礼 3 ファインスタイル −148·1/12

— 12/11 —
耐久審査 (62人)
高橋 宗士 4 レッドオーカン −181·3/5 (4反抗+T減)
家護谷 昌徳4 ファンタスティック E (Time Over)
水野 　礼 3 ファインスタイル E (3反抗)

余力審査 (45人)
高橋 宗士 4 レッドオーカン E (3反抗)


