
1/21 　平成 7年度 関西学生馬術連盟定例総会 (東華菜館)

＜平成 7年度 関西学生馬術連盟年間表彰＞
関西優秀団体
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 3. 同志社大学 34点
2. 大阪府立大学 66点 5. 関西学院大学 24点
3. 関西大学 34点 5. 京都大学 24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 25点
2. 関西大学 20点
3. 京都大学 16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
　表彰馬匹なし
功労賞
　該当者なし
功労馬
　該当馬匹なし

2/25 　岡大戦 (岡山大学)

— 2/25 —
第 1競技 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. 永井 ちさと 清心 2 旭進 289.0点 1
2. 関本 麻香 京都大 2 旭星光 313.0点 1
3. 吉田 史子 清心 2 旭駿 295.5点 1
4. 山崎 哲 京都大 2 旭鷲 332.0点 0
5. 濱嶋 麻里 京都大 2 旭進 285.0点 0
6. 仲原 芳恵 岡山大 2 旭星光 295.0点 0
7. 吉田 暢之 京都大 2 旭駿 254.0点 0
8. 大田 修平 岡山大 2 旭鷲 356.5点 1

第 2競技 障害飛越競技
No. 選手名 所属 馬匹名 総減点 Time 勝点
1. 吉田 史子 清心 2 旭萌 166.5 －－－ 0
2. 関本 麻香 京都大 2 旭駿 105.25 －－－ 0
3. 大田 修平 岡山大 2 旭勇 6.25 77”5 1
4. 山崎 哲 京都大 2 ピースエンジェル 175.25 －－－ 0
5. 濱嶋 麻里 京都大 2 旭萌 105.25 －－－ 1
6. 仲原 芳恵 岡山大 2 旭駿 21 －－－ 1
7. 吉田 暢之 京都大 2 旭勇 6.25 77”9 0
8. 永井 ちさと 清心 2 ピースエンジェル 109.25 －－－ 1

団体優勝 岡山大学 (勝点 6)
団体準優勝 京都大学 (勝点 2)
最優秀選手 大田 修平 　(岡山大)
優秀選手 永井 ちさと (ノートルダム清心女子大)

山崎 　哲 　(京都大)

3/9～3/11 　第 32回 淀馬術競技大会 (JRA京都)

— 3/9 —
第 2課目馬場馬術競技 (6人)
四位 真理子2 インテグレート 292.5点 (4位)

第 3課目馬場馬術競技 (17人)
田口 健治 3 グローバルマインド 367.5点 (着外)
中島 禎典 3 ヒノデロッキー 351.0点 (着外)
濱嶋 麻里 2 フリースタイル 338.5点 (着外)
池田 俊太郎2 レッドオーカン 338.5点 (着外)
中島 禎典 3 アーリーオータム 351.0点 (着外)

— 3/10 —
フレンドシップ (50人)
家護谷 昌徳C インディゴ −0 (1位)
中島 禎典 3 ヒノデロッキー −0 (4位)
家護谷 昌徳C ブラウンパルサー −4 (着外, 1落下)
関本 麻香 2 ファインスタイル −15.5 (着外, 2反抗+T減)
榊本 大輔 3 ブラウンパルサー E (3反抗)
吉田 暢之 2 黒潮丸 E (3反抗)

小障害飛越競技C (22人)
水口 智江可2 インディゴ −0 (3位)
吉田 暢之 2 黒潮丸 E (3反抗)

小障害飛越競技A (40人)
香川 穣 3 ハナジロー −0 (4位, J.O.-0)
田口 健治 3 グローバルマインド −0 (着外, J.O.-4)
池田 俊太郎2 レッドオーカン −4 (着外, 1落下)

ターフカップ競技 (18人)
香川 穣 3 ハナジロー −4 (4位, 1落下)
中島 禎典 3 ヒノデロッキー −4 (5位, 1落下)
田口 健治 3 グローバルマインド −8 (着外, 2落下)

— 3/11 —
小障害飛越競技B (35人)
榊本 大輔 3 ブラウンパルサー −0.5 (着外, T減)
関本 麻香 2 ファインスタイル −8 (着外, 1反抗 1落下+T減)
池田 俊太郎2 レッドオーカン −12 (着外, 3落下)

中障害飛越競技C L級 (36人)
香川 穣 3 ハナジロー −4 (着外, 1落下)
中島 禎典 3 ヒノデロッキー −4 (着外, 1落下)
田口 健治 3 グローバルマインド −9.75 (着外, 1反抗 1落下)

中障害飛越競技B M級C (21人)
香川 穣 3 ハナジロー −4 (着外, 1落下)

3/20 　京都 4大学新人戦・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 (9人)
香川 　穣 3 ジャックアスヒル 537.0点 (着外)
藤村 　薫 3 アポイリージ 483.5点 (着外)

第 3課目馬場馬術競技 (15人: 新人戦 14人)
濱嶋 麻里 2 フリースタイル 352.0点 (着外; 新人戦 3位)
堀 　幸子 1 アポイリージ 325.5点 (着外; 新人戦 着外)
藤井 知子 2 ダンディライアン 295.5点 (着外; 新人戦 着外)

小障害飛越競技B (6人)
関本 麻香 2 ファインスタイル −0 (1位)
池田 俊太郎2 レッドオーカン −0 (2位)
榊本 大輔 3 ブラウンパルサー −0 (着外)

小障害飛越競技C (12人)
水口 智江可2 インディゴ E (3反抗)

小障害飛越競技A (18人: 新人戦 12人)
家護谷 昌徳C インディゴ −0 (2位)
香川 穣 3 ハナジロー −0 (着外)
池田 俊太郎2 レッドオーカン −4 (着外, 1落下; 新人戦 着外)
田口 健治 3 グローバルマインド −4.5 (着外, 1反抗+T減)

中障害飛越競技C (8人)
田口 健治 3 グローバルマインド −0 (2位, J.O.−4; 1落下)

3/20 　第 7回 関西学生馬術王座決定戦・京都地区予選 (京都産業大学)

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. 小林 裕明 同志社大 3 レ・バニラ 同志社大 12.25 96”67
2. 関本 麻香 京都大2 ファインスタイル 京都大 0 42”49
3. 肥山 寿一 京産大2 フォルナックス 京産大 4 53”96
4. 犬伏 健太 立命館大 3 プリンスオブエミ 立命館大 4 45”18
5. 濱嶋 麻里 京都大2 レ・バニラ 同志社大 202 －－－
6. 浜口 久美代 京産大2 ファインスタイル 京都大 0 43”33
7. 阿部 克弘 立命館大 1 フォルナックス 京産大 0 57”38
8. 田中 雅嗣 同志社大 3 プリンスオブエミ 立命館大 4 43”08
9. 檜山 伸太郎 京産大2 レ・バニラ 同志社大 0 56”07
10. 田中 主馬 立命館大 3 ファインスタイル 京都大 0 46”23
11. 近藤 　充 同志社大 3 フォルナックス 京産大 0 45”29
12. 山崎 　哲 京都大2 プリンスオブエミ 立命館大 0 41”54

順位 大学名 減点合計 Time合計
1. 立命館大 4 138”79
2. 京産大 4 153”36
3. 同志社大 16.5
4. 京都大 202

　　　∗ 決勝リーグの出場権獲得ならず

4/14 　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 (8人)
香川 　穣 4 ジャックアスヒル 610.5点 (1位)
藤村 　薫 4 アポイリージ 537.5点 (着外)

第3課目馬場馬術競技 (16人)
中島 禎典 4 アーリーオータム 362.0点 (2位)
森口 美穂 2 アポイリージ 325.5点 (着外)
池田 俊太郎3 レッドオーカン 333.5点 (着外)
小林 百合 3 ジャックアスヒル 328.0点 (着外)
佐武 紀子 2 アーリーオータム 299.0点 (着外)

第2課目馬場馬術競技 (2人)
四位 真理子3 インテグレート 305.0点 (2位)

小障害飛越競技A (13人)
池田 俊太郎3 レッドオーカン −4 (着外, 1落下)
榊本 大輔 4 ブラウンパルサー −12.5 (着外, 2反抗+T減)

小障害飛越競技C (8人 (Open 4人))
吉田 暢之 3 黒潮丸 −3 (Open, 1反抗)
水口 智江可3 インディゴ −6.75 (Open, 2反抗+T減)

中障害飛越競技C (20人)
香川 　穣 4 ハナジロー −0 (着外)
田口 健治 4 グローバルマインド −0 (着外)
中島 禎典 4 ヒノデロッキー −4 (着外, 1落下)

中障害飛越競技B (7人)
中島 禎典 4 ヒノデロッキー −0 (2位, J.O.−0)
香川 　穣 4 ハナジロー −0 (3位, J.O.−0)
田口 健治 4 グローバルマインド −4 (着外, 1落下)

4/20～21 　第 35回 国立七大学総合体育大会 (名古屋大学)

— 4/20 —
第1競技 第 3課目馬場馬術競技
選手名 馬匹名 得点 勝点
香川 　穣 4 ホワイトヒース 364.0点 3
中島 禎典 4 ジンクピアレス 394.0点 3
藤村 　薫 4 深緑 383.0点 3

— 4/21 —
第2競技 障害飛越競技
選手名 馬匹名 減点 勝点
香川 　穣 4 ホワイトヒース 0 3
中島 禎典 4 ウィル 11 2
田口 健治 4 アンドリュース 136.5 2

団体優勝 京都大学 　(勝点 16)
団体準優勝 名古屋大学 (勝点 15)
団体第 3位 九州大学 　(勝点 13)
最優秀選手 香川 　穣 (京都大)
優秀選手 藤村 　薫 (京都大)
優秀選手 藤井 博文 (名古屋大)
優秀選手 吉松 　彰 (九州大)

4/27～28 　東大戦 (京都大学)

— 4/27 —
第1競技 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. 南木 みお 東京大4 アーリーオータム 332.0点 0
2. 中島 禎典 京都大4 アポイリージ 372.5点 1
3. 浜田 晃太郎 東京大4 フリースタイル 312.5点 0
4. 田口 健治 京都大4 黒潮丸 313.0点 1
5. 藤村 　薫 京都大4 アーリーオータム 339.0点 1
6. 林 　叔克 東京大2 アポイリージ 306.5点 0
7. 香川 　穣 京都大4 フリースタイル 320.0点 1
8. 黒田 健一 東京大4 黒潮丸 296.0点 0

— 4/28 —
第2競技 障害飛越競技

No. 選手名 所属 馬匹名 総減点 Time 勝点
1. 香川 　穣 京都大4 グローバルマインド 14.5 97”96 1
2. 黒田 健一 東京大4 ファインスタイル 28.5 122”38 0
3. 中島 禎典 京都大4 ハナジロー 0 71”95 0
4. 浜田 晃太郎 東京大4 ヒノデロッキー 0 83”52 0
5. 南木 みお 東京大4 グローバルマインド E －－－ 0
6. 榊本 大輔 京都大4 ファインスタイル 4 65”76 1
7. 林 　叔克 東京大2 ハナジロー 0 67”00 1
8. 田口 健治 京都大4 ヒノデロッキー 0 77”16 1

団体優勝 京都大学 (勝点 7)
団体準優勝 東京大学 (勝点 1)
最優秀選手 田口 健治 (京都大)
優秀選手 林 　叔克 (東京大)

5/3～4 　第 34回 関西学生馬術選手権大会 (京都産業大学)

— 5/3 —
予選 ·部班 (33人)
田口 健治 4 パールティア 甲南大 3位/4人中
香川 　穣 4 ザ ·ムサシ 武女大 4位/5人中
榊本 大輔 4 ベルセルク 立命館大 4位/5人中
中島 禎典 4 ザ ·ムサシ 武女大 5位/5人中
池田 俊太郎3 凌皇 神戸大 5位/5人中
　　　∗ 予選通過者なし



5/3～4 　第 32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 (31人)
濱嶋 麻里 3 千騅 関西大 4位/4人中
横江 友佳 3 月峰 関学大 2位/4人中
四位 真理子3 浪嵐 大阪府大 4位/4人中
藤井 知子 3 千帝 関西大 4位/4人中
藤村 　薫 4 ミカゲノコマチ 京都大 4位/4人中
　　　∗ 予選通過者なし

5/26 　京都府月例馬術大会 (京都乗馬クラブ)

セントジョージ賞典馬場馬術競技 (4人)
藤井 　正C アポイリージ 1117.0点 (3位)

ジュニア団体馬場馬術競技 (7人)
藤村 　薫 4 アポイリージ 572.0点 (着外)

第 3課目馬場馬術競技 (10人)
中島 禎典 4 アーリーオータム 364.0点 (2位)
堀 　幸子 2 アポイリージ 346.0点 (着外)
藤井 知子 3 ダンディライアン 320.0点 (着外)
濱嶋 麻里 3 フリースタイル 315.0点 (着外)
川原 恵子 2 アーリーオータム 295.0点 (着外)

第 2課目馬場馬術競技 (2人)
佐武 紀子 2 ダンディライアン 254.5点 (2位)

小障害飛越競技A (20人)
関本 麻香 3 ファインスタイル −0 (2位)
榊本 大輔 4 ブラウンパルサー −0 (着外)

低障害飛越競技 (9人)
阿部 裕紀 2 黒潮丸 −0 (1位)
桝原 　治C インテグレート −11.25 (着外, 1反抗+T減)
四位 真理子3 インテグレート −24.25 (着外, 2反抗+T減)
伊勢谷 高司2 ミカゲノコマチ E (落馬)

小障害飛越競技C (13人)
正井 博和 2 ハナジロー −0 (2位)
水口 智江可3 インディゴ −4.75 (着外, 1反抗+T減)
横江 友佳 3 ミカゲノコマチ −6.5 (着外, 1反抗+T減)
石井 彩子 2 レッドオーカン −8 (着外, 1反抗+T減)

小障害飛越競技B (18人 (Open 1人))
水口 智江可3 インディゴ −5.75 (着外, 1反抗+T減)
吉田 暢之 3 黒潮丸 E (3反抗)

中障害飛越競技C (23人)
中島 禎典 4 ヒノデロッキー −0 (3位)
香川 　穣 4 ハナジロー −0 (着外)
池田 俊太郎3 レッドオーカン −4 (着外, 1落下)
田口 健治 4 グローバルマインド −4 (着外, 1落下)

中障害飛越競技B (8人)
香川 　穣 4 ハナジロー −0 (着外, J.O.−7.75; 1反抗 1落下+T減)
中島 禎典 4 ヒノデロッキー −4 (着外, 1落下)

6/7～9 　第 31回 全関西学生馬術大会 (JRA京都)

— 6/7 —
学生賞典馬場馬術競技 (23人)
香川 　穣 4 ジャックアスヒル 588.5点 (5位)
藤村 　薫 4 アポイリージ 552.0点 (着外)
濱嶋 麻里 3 フリースタイル 519.5点 (着外)

新馬障碍飛越競技 (16人)
榊本 大輔 4 ブラウンパルサー −0 (2位, J.O.−0)
中島 禎典 4 ヒノデロッキー −0 (3位, J.O.−4)

障碍飛越予選競技 (73人, 表彰なし)
榊本 大輔 4 ブラウンパルサー −0
香川 　穣 4 ハナジロー −4 (1落下)
中島 禎典 4 ヒノデロッキー −8 (2落下)
池田 俊太郎3 レッドオーカン −8 (2落下)
田口 健治 4 グローバルマインド −12 (3落下)
吉田 暢之 3 黒潮丸 E (3反抗)
関本 麻香 3 ファインスタイル E (3反抗)

— 6/8 —
中障碍飛越競技C (32人)
池田 俊太郎3 レッドオーカン −16 (着外, 4落下)
榊本 大輔 4 ブラウンパルサー E (3反抗)

中障碍飛越競技B (22人)
香川 　穣 4 ハナジロー −4 (3位, 1落下)
田口 健治 4 グローバルマインド −4 (4位, 1落下)
中島 禎典 4 ヒノデロッキー −16 (着外, 4落下)

複合馬術競技C (18人)
池田 俊太郎3 レッドオーカン −135·1/2 (着外)

複合馬術競技B (6人)
香川 　穣 4 ハナジロー −109·1/6 (1位)
田口 健治 4 グローバルマインド −119·2/3 (2位)
中島 禎典 4 ヒノデロッキー −130 　 　(4位)

団体総合得点
順位 大学名 得点計
1. 京都大学 48点
2. 関西大学 42点
3. 大阪府立大学 36点

6/7～9 　第 28回 関西学生女子自馬大会 (JRA京都)

— 6/7 —
第 3課目馬場馬術競技 Aブロック (19人)
藤村 　薫 4 アポイリージ 356.5点 (着外)
濱嶋 麻里 3 フリースタイル 347.5点 (着外)
藤井 知子 3 ダンディライアン 289.0点 (着外)

第 3課目馬場馬術競技 Bブロック (20人)
四位 真理子3 アポイリージ 354.0点 (3位)
小林 百合 3 フリースタイル 325.5点 (着外)

— 6/8 —
第 2課目馬場馬術競技 Aブロック (10人)
堀 　幸子 2 アポイリージ 334.0点 (3位)
森口 美穂 2 ジャックアスヒル 330.5点 (4位)
川原 恵子 2 アーリーオータム E (反抗 20秒)

第 2課目馬場馬術競技 Bブロック (9人)
佐武 紀子 2 ダンディライアン 337.5点 (2位)
神谷 里美 2 アーリーオータム 313.5点 (5位)

— 6/9 —
女子障碍飛越競技 (37人)
関本 麻香 3 ファインスタイル −0 (着外, J.O.−14; 1反抗+T減)
水口 智江可3 インディゴ −0 (着外, J.O.−4; 1落下+T減)
横江 友佳 3 ミカゲノコマチ −4 (着外, 1落下)

団体総合得点
順位 大学名 得点計
1. 大阪府立大学 48点
2. 京都大学 26点
3. 京都産業大学 22点

6/9 　第 27回 関西学生新人馬術大会 (JRA京都)

新人障碍飛越競技 (68人)
正井 博和 2 ハナジロー −0, 62”52 (着外)
伊勢谷 高司2 ミカゲノコマチ −0, 64”80 (着外)
百田 牧人 2 グローバルマインド −4, 58”23 (着外, 1落下)
阿部 裕紀 2 黒潮丸 E (3反抗)
田々美 健治2 ファインスタイル E (3反抗)
石井 彩子 2 レッドオーカン E (落馬)
　　　∗ この年はA2で実施したため、ジャンプオフなし。

7/13～14 　第 19回 京都府民総合体育大会馬術競技 (JRA京都)

— 7/13 —
ジュニア団体馬場馬術競技 (10人)
濱嶋 麻里 3 フリースタイル 569.5点 (着外)
香川 　穣 4 ジャックアスヒル 557.5点 (着外)
藤村 　薫 4 アポイリージ 512.5点 (着外)

第3課目馬場馬術競技 (12人)
藤井 知子 3 ダンディライアン 325.5点 (着外)
吉田 暢之 3 黒潮丸 322.0点 (着外)
横江 友佳 3 ミカゲノコマチ 319.5点 (着外)
関本 麻香 3 ファインスタイル 314.0点 (着外)
池田 俊太郎3 レッドオーカン 314.0点 (着外)

— 7/14 —
小障害飛越競技A・2段階 (21人)
関本 麻香 3 ファインスタイル −3 (着外, 2段階で 1反抗)
榊本 大輔 4 ブラウンパルサー 1段階終了 (着外, 1段階で 1落下)

中障害飛越競技C (21人 (Open 5人))
香川 　穣 4 ハナジロー −0 (着外)
池田 俊太郎3 レッドオーカン −4 (着外, 1落下)
田口 健治 4 グローバルマインド −4 (着外, 1落下)
榊本 大輔 4 ブラウンパルサー −8 (着外, 2落下)

中障害飛越競技B (20人)
中島 禎典 4 ヒノデロッキー −4 (着外, 1落下)
香川 　穣 4 ハナジロー −8 (着外, 2落下)

小障害飛越競技C (13人)
横江 友佳 3 ミカゲノコマチ −0 (2位)
水口 智江可3 インディゴ −0 (着外)
四位 真理子3 インテグレート −0 (着外)
桝原 　治C インテグレート −5 (着外, 1反抗+T減)
吉田 暢之 3 黒潮丸 E (3反抗)

7/26 　第 31回 関西学生馬場馬術大会 (JRA阪神)

学生賞典馬場馬術競技 (24人)

個人成績
8. 濱嶋 麻里 3 フリースタイル 576.5点
9. 香川 　穣 4 ジャックアスヒル 572.5点
11. 中島 禎典 4 アーリーオータム 569.0点
15. 田口 健治 4 ウエスタンコナーズ 551.0点
16. 藤村 　薫 4 アポイリージ 550.5点

団体成績
順位 大学名 総得点
1. 京都産業大学 1831.0点
2. 立命館大学 1778.0点
3. 京都大学 1718.0点

7/26～28 　第 31回 関西学生障碍馬術大会 (JRA阪神)

— 7/27 —
標準中障碍飛越競技・第一走行 (42人)
中島 禎典 4 ヒノデロッキー −0
香川 　穣 4 ハナジロー −4 (1落下)
田口 健治 4 グローバルマインド −4 (1落下)

— 7/28 —
標準中障碍飛越競技・第二走行 (41人)
中島 禎典 4 ヒノデロッキー −4 (1落下)
田口 健治 4 グローバルマインド −20 (5落下)
香川 　穣 4 ハナジロー −35.25 (2反抗 5落下+T減)

個人成績 (＊印は全日本学生の出場権利獲得)
1. 中島 禎典 4 ヒノデロッキー −4 ＊
12. 田口 健治 4 グローバルマインド −24 ＊
15. 香川 　穣 4 ハナジロー −39.25 ＊

団体成績
順位 大学名 第一走行 第二走行 減点計
1. 関西大学 20.25 16 36.25
2. 関西学院大学 14 31 45
3. 京都大学 8 59.25 67.25

8/17～18 　第 39回 関西学生総合馬術大会 (琵琶湖乗馬クラブ)

— 8/17 —
調教審査・学生賞典総合馬場馬術競技 (34人)
香川 　穣 4 ハナジロー −133·5/6
田口 健治 4 グローバルマインド −140·1/3
池田 俊太郎3 レッドオーカン −145·1/2
中島 禎典 4 ヒノデロッキー −146·2/3
榊本 大輔 4 ブラウンパルサー −153·1/6

— 8/18 —
余力審査 (34人)
香川 　穣 4 ハナジロー −0
榊本 大輔 4 ブラウンパルサー −5 (1落下)
池田 俊太郎3 レッドオーカン −10 (2落下)
田口 健治 4 グローバルマインド E (3反抗)
中島 禎典 4 ヒノデロッキー E (3反抗)

個人成績 (＊印は全日本学生の出場権利獲得)
2. 香川 　穣 4 ハナジロー −133·5/6 ＊
9. 池田 俊太郎 3 レッドオーカン −155·1/2 ＊
12. 榊本 大輔 4 ブラウンパルサー −158·1/6 ＊

団体成績
順位 大学名 減点計
1. 関西大学 415·1/3
2. 京都大学 447·1/2



8/17～18 　第 21回 関西学生女子複合馬術大会 (琵琶湖乗馬クラブ)

— 8/17 —
馬場馬術競技・第 3課目馬場馬術競技 (27人)
関本 麻香 3 ファインスタイル −117·1/2
横江 友佳 3 ミカゲノコマチ −122·1/6
水口 智江可3 インディゴ −128·1/3

— 8/18 —
障碍飛越競技 (26人)
関本 麻香 3 ファインスタイル −30 (2反抗)
横江 友佳 3 ミカゲノコマチ E (3反抗)
水口 智江可3 インディゴ E (3反抗)

個人成績
9. 関本 麻香 3 ファインスタイル −147·1/2

9/15 　京都府月例馬術大会 (京都産業大学)

第 3課目馬場馬術競技 ·女子 (10人)
四位 真理子3 フリースタイル 344.0点 (着外)
佐武 紀子 2 アーリーオータム 337.5点 (着外)
濱嶋 麻里 3 アーリーオータム 335.5点 (着外)
森口 美穂 2 ダンディライアン 309.0点 (着外)

小障害飛越競技C (12人)
阿部 裕紀 2 黒潮丸 −0 (1位)
神谷 里美 2 グローバルマインド −0 (着外)

小障害飛越競技B (14人 (Open 5人))
横江 友佳 3 ヒノデロッキー −0 (1位)
百田 牧人 2 レッドオーカン −0 (着外)
吉田 暢之 3 ブラウンパルサー −7.25 (着外, 1反抗+T減)
阿部 裕紀 2 黒潮丸 E (落馬)

中障害飛越競技C (10人)
榊本 大輔 4 ブラウンパルサー −0 (1位)
田口 健治 4 グローバルマインド −0 (3位)
池田 俊太郎3 レッドオーカン −5 (着外, 1反抗+T減)

中障害飛越競技B (5人)
中島 禎典 4 ヒノデロッキー −0 (1位)

10/10 　京都府スポーツデー記念馬術大会 (高宮 RIDING PARK)

学生賞典総合馬場馬術競技 (4人)
榊本 大輔 4 ブラウンパルサー 364.5点 (2位)
香川 　穣 4 ハナジロー 339.5点 (4位)

第 3課目馬場馬術競技 (6人)
佐武 紀子 2 アーリーオータム 312.0点 (3位)
四位 真理子3 フリースタイル 302.0点 (4位)
濱嶋 麻里 3 アーリーオータム 301.5点 (5位)
正井 博和 2 フリースタイル 261.5点 (6位)

第 2課目馬場馬術競技 (11人)
井上 　治 1 フリースタイル 292.0点 (3位)
宮地 秀和 1 ダンディライアン 290.0点 (5位)
河村 圭亮 1 黒潮丸 273.0点 (着外)
中川 秀樹 1 ミカゲノコマチ 272.5点 (着外)
姫野 友紀子1 ダンディライアン 270.0点 (着外)
加藤 真輝子1 黒潮丸 260.0点 (着外)

小障害飛越競技B (22人)
藤井 知子 3 インディゴ −0 (6位)
伊勢谷 高司2 ファインスタイル −0 (着外)
石井 彩子 2 ミカゲノコマチ −3.25 (着外, 1反抗+T減)
四位 真理子3 インテグレート −8 (着外, 1反抗+T減)

中障害飛越競技B (7人)
香川 穣 4 ハナジロー −4 (3位, 1落下)
田口 健治 4 グローバルマインド −8 (6位, 2落下)

10/30～31 　第 46回 全日本学生賞典障害飛越競技大会 (馬事公苑)

— 10/30 —
学生賞典障害飛越競技・第一走行 (97人)
田口 健治 4 グローバルマインド −32.75 (2反抗 4落下+T減)
香川 　穣 4 ハナジロー −40.75 (2反抗 6落下+T減)
中島 禎典 4 ヒノデロッキー E (3反抗)

— 10/31 —
学生賞典障害飛越競技・第二走行 (79人)
香川 　穣 4 ハナジロー −24 (6落下)
田口 健治 4 グローバルマインド −27.5 (1反抗 6落下+T減)
中島 禎典 4 ヒノデロッキー E (3反抗)

個人成績
46. 田口 健治 4 グローバルマインド −60.25
50. 香川 　穣 4 ハナジロー −64.75

団体成績
順位 大学名 第一走行 第二走行 減点計
1. 明治大学 15.75 12 27.75
2. 専修大学 24 35 59
3. 東京農業大学 40 23.5 63.5
9. 関西大学 89.75 117.25 207
10. 関西学院大学 151 113.25 264.25
11. 京都大学 139 128.75 267.75
　　　∗ 団体表彰は 6位まで

11/2～3 　第 39回 全日本学生賞典総合馬術競技大会 (馬事公苑)

— 11/2 —
調教審査・学生賞典総合馬場課目 (66人)
香川 　穣 4 ハナジロー −121
池田 俊太郎3 レッドオーカン −130·1/4
榊本 大輔 4 ブラウンパルサー −132

— 11/3 —
耐久審査 (66人)
香川 　穣 4 ハナジロー −128·4/5 (4反抗+T減)
榊本 大輔 4 ブラウンパルサー −404 (10反抗 1落馬+T減)
池田 俊太郎3 レッドオーカン E (第 7障害で 3反抗)

余力審査 (47人)
香川 　穣 4 ハナジロー −15 (3落下)
榊本 大輔 4 ブラウンパルサー −20·1/2 (4落下+T減)

個人成績
40. 香川 　穣 4 ハナジロー −264·4/5
47. 榊本 大輔 4 ブラウンパルサー −556·1/2

11/30～12/2 　第 33回 淀馬術競技大会 (JRA京都)

— 11/30 —
第2課目馬場馬術競技 (18人)
鈴木 一平 1 ファインスタイル 330.5点 (5位)
宮本 一成 1 アーリーオータム 325.5点 (着外)
東松 英司 1 黒潮丸 323.0点 (着外)
山添 晴治 1 アポイリージ 321.0点 (着外)
古川 雄嗣 1 フリースタイル 317.5点 (着外)
市場 智久 1 ダンディライアン 291.0点 (着外)
鈴木 幸之助1 ジャックアスヒル 238.5点 (着外)

— 12/1 —
第3課目馬場馬術競技 (16人)
関本 麻香 3 ジャックアスヒル 387.0点 (2位)
水口 智江可3 アポイリージ 371.0点 (5位)
四位 真理子3 フリースタイル 367.5点 (着外)
濱嶋 麻里 3 アーリーオータム 344.5点 (着外)
森口 美穂 2 ダンディライアン 339.5点 (着外)

小障害飛越競技A (52人)
横江 友佳 3 ヒノデロッキー −0 (1位)
百田 牧人 2 レッドオーカン −4 (着外, 1落下)
池田 俊太郎3 グローバルマインド −8 (着外, 2落下)
阿部 裕紀 2 黒潮丸 −9 (着外, 2反抗)

小障害飛越競技C (28人)
関本 麻香 3 センテニアルウィル E (落馬)

ターフカップ競技 Bグループ (18人)
百田 牧人 2 レッドオーカン −0 (3位, J.O.−8; 2落下)
舘野 隆之輔C センテニアルウィル E (3反抗)

— 12/2 —
小障害飛越競技B (28人)
池田 俊太郎3 グローバルマインド −8 (着外, 1落下)
阿部 裕紀 2 黒潮丸 −9 (着外, 1反抗 1落下)

ターフカップ競技 Aグループ (11人)
横江 友佳 3 ヒノデロッキー E (3反抗)

12/14 　日本馬術連盟創立 50周年記念式典 (新高輪プリンスホテル)

平成 8年度表彰 功労馬
　フリースタイル

12/15 　京都府忘年月例馬術大会 (立命館大学)

第3課目馬場馬術競技 ·女子 (13人)
藤井 知子 3 ウエスタンコナーズ 371.0点 (1位)
四位 真理子3 フリースタイル 370.5点 (2位)
濱嶋 麻里 3 アーリーオータム 358.0点 (着外)
堀 　幸子 2 フリースタイル 339.5点 (着外)
水口 智江可3 アポイリージ 333.0点 (着外)
佐武 紀子 2 アーリーオータム 320.5点 (着外)
川原 恵子 2 アポイリージ 307.5点 (着外)

ジュニア団体馬場馬術競技 (6人)
四位 真理子3 フリースタイル 554.0点 (着外)
水口 智江可3 アポイリージ 485.5点 (着外)

小障害飛越競技B (24人)
藤井 知子 3 インディゴ −0 (着外)
堀 　幸子 2 ヒノデロッキー −0.25 (着外, T減)
吉田 暢之 3 ブラウンパルサー −2.25 (着外, T減)
神谷 里美 2 グローバルマインド −19.75 (着外, 2反抗+T減)

低障害飛越競技 (23人)
関本 麻香 3 センテニアルウィル −3.75 (着外, T減)

中障害飛越競技C (12人)
横江 友佳 3 ヒノデロッキー −7.5 (着外, 1反抗+T減)
池田 俊太郎3 グローバルマインド −8 (着外, 2落下)
百田 牧人 2 レッドオーカン −9.75 (着外, 1反抗 1落下+T減)


