
1/31 　平成 9年度 関西学生馬術連盟定例総会 (東洋ホテル)

＜平成 9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. 関西学院大学 54点 4. 京都大学 44点
2. 関西大学 52点 5. 大阪府立大学 32点
3. 京都産業大学 48点 6. 立命館大学 30点

関西三大大会優秀団体
順位 大学名 得点計
1. 関西大学 23点
2. 京都産業大学 18点
3. 京都大学 14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
順位 馬匹名 大学名 得点計
1. FOX II 関西大 40点
2. 凌峰 神戸大 30点
2. 月剣 関西学院大 30点
4. アポイリージ 京都大 28点
5. 浪隼人 大阪府立大 26点
5. ルドラ 立命館大 26点

功労賞
　該当者なし
功労馬
　該当馬匹なし

2/14～15 　第 2回 関西学生馬術プリンセス大会

[1回戦: 京都大学 対 神戸大学]
— 2/14 — (京都大学)
小障害飛越競技

No. 選手名 所属 馬匹名 総減点 タイム
1. 堀 　幸子 京都大 3 レッドオーカン 4 70”50
2. 三宅 陽子 神戸大 3 グローバルマインド 0 59”61
3. 西村 房世 神戸大 3 レッドオーカン 0 69”08
4. 森口 美穂 京都大 3 グローバルマインド 0 66”93

— 2/15 — (神戸大学)
小障害飛越競技

No. 選手名 所属 馬匹名 総減点 タイム
1. 三宅 陽子 神戸大 3 凌麗 0 46”39
2. 石井 彩子 京都大 3 凌蛍 0 41”84
3. 神谷 里美 京都大 3 凌麗 0 48”28
4. 西村 房世 神戸大 3 凌蛍 8 74”62

大学名 2日総減点 勝敗
京都大学 4 勝
神戸大学 8 敗

　　　∗ 2回戦の出場権を獲得

2/28～3/1 　岡大戦 (岡山大学)

— 2/28 —
第 1競技 馬場馬術競技第 3課目 1993

No. 選手名 所属 馬匹名 総得点
1. 宮本 一成 京都大 2 旭進 259.0点
2. 森山 紀子 岡山大 2 旭駿 255.5点
3. 宮地 秀和 京都大 2 旭星光 291.5点
4. 左山 政人 岡山大 2 旭鷲 320.5点
5. 東松 英司 京都大 2 旭勇 302.5点
6. 西谷 雅子 就実大 2 旭進 242.0点
7. 加藤 真輝子 京都大 2 旭駿 257.0点
8. 大槻 友宏 岡山大 2 旭星光 332.0点
9. 市場 智久 京都大 2 旭鷲 328.5点
10. 清水 千恵 岡山大 2 旭勇 294.5点

— 3/1 —
第 2競技 障害飛越競技

No. 選手名 所属 馬匹名 総減点 タイム
1. 左山 政人 岡山大 2 旭晃 1.75 81”40
2. 加藤 真輝子 京都大 2 旭勇 191.75 150”00
3. 大槻 友宏 岡山大 2 旭駿 0 65”78
4. 市場 智久 京都大 2 旭鷲 127.75 150”00
5. 西谷 雅子 就実大 2 旭翔 0 55”59
6. 東松 英司 京都大 2 旭晃 0 65”10
7. 岡崎 主馬 岡山大 2 旭勇 3.75 77”85
8. 宮本 一成 京都大 2 旭駿 3 71”22
9. 清水 千恵 岡山大 2 旭鷲 24 134”98
10. 宮地 秀和 京都大 2 旭翔 0 67”65

団体優勝 岡山大学 (総得点 1412.5点)
団体準優勝 京都大学 (総得点 1116.0点)
最優秀選手 大槻 友宏 (岡山大)
優秀選手 左山 政人 (岡山大)

東松 英司 (京都大)

3/8～9 　第 36回 淀馬術競技大会 (JRA京都)

— 3/8 —
フレンドシップ (43人)
田々美 健治3 ブラウンパルサー −0 (着外)
百田 牧人 3 インディゴ −0 (着外)
百田 牧人 3 センテニアルウィル −0.75 (着外, T減)

小障害飛越競技C (28人)
市場 智久 2 レッドオーカン −0 (4位)
速水 健史 2 ブラウンパルサー −0 (着外)
加藤 真輝子2 ミカゲノコマチ −8 (着外, 2落下)

小障害飛越競技A (47人)
堀 　幸子 3 レッドオーカン −4 (着外, 1落下)
百田 牧人 3 センテニアルウィル E (落馬)
宮地 秀和 2 ファインスタイル E (3反抗)
田々美 健治3 ブラウンパルサー E (経路違反)

中障害飛越競技C (24人)
石井 彩子 3 グローバルマインド −0 (着外, J.O.−11; 2落下+T減)

— 3/9 —
小障害飛越競技B (48人)
宮地 秀和 2 ファインスタイル −4 (着外, 1落下)
古川 雄嗣 2 グローバルマインド −4 (着外, 1落下)
河村 圭亮 2 ブラウンパルサー −24 (着外, 2反抗 2落下+T減)

ターフカップ競技 (31人)
石井 彩子 3 グローバルマインド −0 (着外, J.O.−13; 3落下+T減)
堀 　幸子 3 レッドオーカン −5 (着外, 1反抗+T減)
百田 牧人 3 センテニアルウィル E (馴致行為)

コンソレーション競技 (20人)
百田 牧人 3 センテニアルウィル −12.5 (着外, 1反抗+T減)

3/21 　京都 4大学新人戦・京都府月例馬術大会 (京都乗馬クラブ)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (新人戦) (17人)
中川 秀樹 2 アポイリージ 339.0点 (着外)
鈴木 一平 2 ジャックアスヒル 330.5点 (着外)
速水 健史 2 アーリーオータム 194.5点 (着外)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (9人)
佐武 紀子 3 アーリーオータム 240.5点 (着外)

学生賞典馬場馬術課目 (12人)
神谷 里美 3 ウエスタンコナーズ 567.5点 (3位)
森口 美穂 3 アポイリージ 535.0点 (着外)
川原 恵子 3 ジャックアスヒル 515.0点 (着外)
宮本 一成 2 フリースタイル 489.0点 (着外)

低障害飛越競技 (23人 (Open 2人))
加藤 真輝子2 ミカゲノコマチ E (3反抗)

小障害飛越競技B (28人 (Open 2人))
百田 牧人 3 センテニアルウィル −7.5 (着外, 1反抗+T減)
宮地 秀和 2 ファインスタイル −20.75 (着外, 2反抗 1落下+T減)

小障害飛越競技A (29人)
百田 牧人 3 センテニアルウィル −0 (着外)
堀 　幸子 3 レッドオーカン −4.25 (着外, 1反抗+T減)

中障害飛越競技C (23人 (Open 1人))
石井 彩子 3 グローバルマインド −8 (着外, 2落下)

3/21 　第 9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. 東松 英司 京都大2 レッドオーカン 京都大 14.5 86”78
2. 中村 　亮 京産大2 マイア 京産大 0 63”51
3. 角森 一馬 京産大2 レッドオーカン 京都大 4 53”76
4. 阿部 裕紀 京都大3 マイア 京産大 0 55”24

順位 大学名 減点合計
1. 京産大 4
2. 京都大 14.5

　　　∗ 決勝リーグの出場権獲得ならず

3/28～29 　第 2回 関西学生馬術プリンセス大会

[準決勝戦: 京都大学 対 関西大学]
— 3/28 — (京都大学)
小障害飛越競技

No. 選手名 所属 馬匹名 総減点 タイム
1. 加藤 真輝子 京都大2 レッドオーカン 5 79”53
2. 藤田 知子 関西大2 ミカゲノコマチ 141 144”00
3. 藤田 摩理子 関西大2 レッドオーカン 4.75 78”73
4. 石井 彩子 京都大3 ミカゲノコマチ 0 53”93

— 3/29 — (関西大学)
小障害飛越競技

No. 選手名 所属 馬匹名 総減点 タイム
1. 藤田 知子 関西大2 千幻 8.25 74”60
2. 神谷 里美 京都大3 マイネクライネ 0 55”60
3. 石井 彩子 京都大3 千幻 3 69”30
4. 藤田 摩理子 関西大2 マイネクライネ 0 55”80

大学名 2日総減点 勝敗
京都大学 8 勝
関西大学 154 敗

　　　∗ 決勝戦の出場権を獲得

4/11～12 　東大戦 (京都大学)

— 4/11 —
第1競技 馬場馬術競技第 3課目1993

No. 選手名 所属 馬匹名 総得点 勝点
1. 森口 美穂 京都大4 アポイリージ 367.5点 1
2. 川原 恵子 京都大4 ジャックアスヒル 357.0点 1
3. 佐武 紀子 京都大4 ウエスタンコナーズ 347.0点 0
4. 安藤 　葉 東京大4 アポイリージ 353.0点 0
5. 株田 智弘 東京大4 ジャックアスヒル 331.5点 0
6. 山田 真毅 東京大4 ウエスタンコナーズ 355.5点 1

— 4/12 —
第2競技 障害飛越競技

No. 選手名 所属 馬匹名 総減点 タイム 勝点
1. 岩元 功次郎 東京大4 レッドオーカン 0 55”42 0
2. 阿部 裕紀 京都大4 グローバルマインド 0 55”81 0
3. 伊勢谷 高司 京都大4 レッドオーカン 0 55”27 1
4. 山田 真毅 東京大4 グローバルマインド 0 55”71 1

団体優勝 京都大学 (勝点 3)
団体準優勝 東京大学 (勝点 2)
最優秀選手 森口 美穂 (京都大)
優秀選手 山田 真毅 (東京大)

4/18～19 　第 37回 国立七大学総合体育大会 (九州大学)

第1日目 予選・障害飛越競技
選手名 馬匹名 減点 勝点
堀 　幸子 4 クリスマスキャロル 0.25 2
百田 牧人 4 サヴァイバー Z 0 3
石井 彩子 4 玄薫 8 2
　　　∗ 予選 2組を 1位で通過
第2日目 決勝戦・障害飛越競技
選手名 馬匹名 減点 勝点
田々美 健治4 ライム 14.25 3
百田 牧人 4 サヴァイバー Z 8 3
石井 彩子 4 玄薫 E 3
　　　∗ 3人とも 1位で完全優勝

団体優勝 京都大学 　(勝点 9)
団体準優勝 北海道大学 (勝点 5)
団体第 3位 名古屋大学 (勝点 4)
最優秀選手 百田 牧人 　(京都大)
優秀選手 田中 悟史 　(北海道大)
優秀選手 中西 一成 　(名古屋大)
優秀選手 株田 智弘 　(東京大)

4/19 　京都府月例馬術大会 (立命館大学)

学生賞典馬場馬術課目 (14人)
神谷 里美 4 ウエスタンコナーズ 542.0点 (着外)
川原 恵子 4 ジャックアスヒル 533.5点 (着外)
宮本 一成 3 フリースタイル 501.0点 (着外)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (15人)
鈴木 一平 3 ジャックアスヒル 337.5点 (着外)
佐武 紀子 4 アーリーオータム 324.0点 (着外)
鈴木 幸之助3 ダンディライアン 270.0点 (着外)



馬場馬術競技第 2課目 1993 (4人)
氏家 真紀子2 ジャックアスヒル 309.5点 (3位)

小障害飛越競技A (24人 (Open 3人))
伊勢谷 高司4 ヒノデロッキー E (3反抗)

小障害飛越競技B (40人 (Open 3人))
伊勢谷 高司4 ヒノデロッキー E (障害間 1分)

4/29, 5/2 　第 2回 関西学生馬術プリンセス大会

[決勝戦: 京都大学 対 大阪府立大学]
— 4/29 — (大阪府立大学)
小障害飛越競技

No. 選手名 所属 馬匹名 総減点 タイム
1. 藤居 彩子 大阪府大 4 雅浪 0 55”60
2. 岩原 洋子 大阪府大 4 ボン・アパート 0 53”59
3. 石井 彩子 京都大 4 雅浪 0 62”36
4. 神谷 里美 京都大 4 ボン・アパート 3 70”99

— 5/2 — (京都大学)
小障害飛越競技

No. 選手名 所属 馬匹名 総減点 タイム
1. 堀 　幸子 京都大 4 レッドオーカン 136 96”00
2. 加藤 真輝子 京都大 3 ブラウンパルサー 0 43”51
3. 岩原 洋子 大阪府大 4 レッドオーカン 14.5 69”68
4. 岡田 　綾 大阪府大 4 ブラウンパルサー 5.75 58”41

大学名 2日総減点 勝敗
大阪府立大学 20.25 勝
京都大学 139 敗

　　　∗ 準優勝 (参加6大学)

5/4～5 　第 36回 関西学生馬術選手権大会 (京都産業大学)

— 5/4 —
準々決勝 ·学生選手権馬場 (16人)
百田 牧人 4 ベテルギウス 京産大 1位/4人中
　　　∗ 百田は前年度の同大会で 3位入賞しているため、シード選手として予選は免除
準決勝 ·学生賞典馬場課目 (8人)
百田 牧人 4 ヴェスパ 京産大 −187・1/6

— 5/5 —
準決勝 ·障害飛越 (8人)
百田 牧人 4 レッドオーカン 京都大 −0
　　　∗ 百田は準決勝 2鞍の減点合計でブロック内 3位となり 5位入賞し、
　　　　第 19回 学生馬術東西対抗競技会の出場権利獲得、 5位タイ2名
　　　　による抽選で第 70回 全日本学生馬術選手権大会の出場権利獲得ならず

5/4～5 　第 34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)
石井 彩子 4 千麗 関西大 1位/6人中
佐武 紀子 4 天雅 天理大 2位/6人中
森口 美穂 4 リゲル 京産大 2位/6人中
神谷 里美 4 千麗 関西大 3位/6人中
川原 恵子 4 天雅 天理大 3位/6人中
　　　∗ 石井、佐武、森口は準決勝へ進出
準決勝 ·学生選手権馬場 (8人)
石井 彩子 4 凌輝 神戸大 −132·1/3
森口 美穂 4 凌輝 神戸大 −135
佐武 紀子 4 凌輝 神戸大 −138·2/3

— 5/5 —
準決勝 ·障害飛越 (8人)
石井 彩子 4 月貴 関学大 −144.5
佐武 紀子 4 月貴 関学大 −152.5
森口 美穂 4 月貴 関学大 −264.5
　　　∗ 石井は準決勝 2鞍の減点合計でブロック内 1位となり決勝進出
　　　∗ 佐武は準決勝 2鞍の減点合計でブロック内 2位となり決勝進出
決勝 ·障害飛越 (4人)
石井 彩子 4 ボン・アパート 大阪府大 −0
石井 彩子 4 ライラ 京産大 −0
佐武 紀子 4 ライラ 京産大 −0
佐武 紀子 4 ボン・アパート 大阪府大 −0
　　　∗ 石井は決勝 2鞍の減点合計で優勝し、
　　　　第 34回 全日本学生馬術女子選手権大会、第 19回 学生馬術東西対抗競技会、
　　　　および第 11回 関西学生選抜社会人選抜対抗戦の出場権利を獲得
　　　∗ 佐武は決勝 2鞍の減点合計で 3位入賞し、
　　　　第 34回 全日本学生馬術女子選手権大会の出場権利獲得

5/5 　第 11回 関西学生選抜社会人選抜対抗戦 (京都産業大学)

障害飛越競技
石井 彩子 4 月晃 関学大 −3 (1反抗)
　　　∗ 石井は対馬勝ちし、学生選抜の勝利に貢献 (全体で 5勝 1敗)

5/22～24 　第 33回 全関西学生馬術大会 (JRA阪神)

— 5/22 —
学生賞典馬場馬術課目 (24人)
神谷 里美 4 ウエスタンコナーズ 599.0点 (6位)
川原 恵子 4 ジャックアスヒル 575.5点 (着外)
宮本 一成 3 フリースタイル 572.5点 (着外)
森口 美穂 4 アポイリージ 552.0点 (着外)

Lクラス障害飛越競技B (80人)
(個人)
伊勢谷 高司4 ヒノデロッキー −8.25 (着外, 1反抗 1落下+T減)
百田 牧人 4 インディゴ −11.5 (着外, 2反抗+T減)
堀 　幸子 4 レッドオーカン E (3反抗)
田々美 健治4 ブラウンパルサー E (3反抗)
百田 牧人 4 センテニアルウィル E (3反抗)
正井 博和 4 インテグレート E (3反抗)

(団体)
　　上位 3人馬による団体組めず

— 5/23 —
Lクラス障害飛越競技A (42人)
石井 彩子 4 グローバルマインド −4 (着外, 1落下)
堀 　幸子 4 レッドオーカン E (落馬)
伊勢谷 高司4 ヒノデロッキー E (3反抗)
百田 牧人 4 インディゴ E (3反抗)
百田 牧人 4 センテニアルウィル E (3反抗)

Lクラス複合馬術競技 (14人)
石井 彩子 4 グローバルマインド −133·1/3 (着外)

団体総合得点
順位 大学名 得点計
1. 関西学院大学 82点
2. 京都産業大学 52点
3. 関西大学 41点
9. 京都大学 1点

　　　∗ 団体表彰は 3位まで

5/23～24 　第 30回 関西学生女子自馬大会 (JRA阪神)

— 5/23 —
馬場馬術競技第 2課目 1993 Aブロック (11人)
上野 まりこ2 アポイリージ 330.0点 (1位)
氏家 真紀子2 ジャックアスヒル 320.5点 (2位)
福田 淳子 2 ダンディライアン 312.0点 (5位)

馬場馬術競技第 2課目 1993 Bブロック (12人)
加藤 真輝子3 アーリーオータム 278.5点 (着外)
関口 乙恵 2 アポイリージ E (呼び出し 1分)

— 5/24 —
馬場馬術競技第 3課目 1993 Aブロック (16人)
森口 美穂 4 アポイリージ 373.0点 (1位)
佐武 紀子 4 アーリーオータム 368.5点 (3位)

馬場馬術競技第 3課目 1993 Bブロック (16人)
神谷 里美 4 ウエスタンコナーズ 363.5点 (5位)
川原 恵子 4 ジャックアスヒル 336.5点 (着外)

女子障害飛越競技 (30人)
石井 彩子 4 グローバルマインド −0 (2位, J.O.−0)
堀 　幸子 4 レッドオーカン −7.25 (6位, 1反抗 1落下+T減)
神谷 里美 4 ブラウンパルサー E (3反抗)

団体総合得点
順位 大学名 得点計
1. 京都大学 47点
2. 京都産業大学 28点
3. 大阪府立大学 25点

5/24 　第 29回 関西学生新人馬術大会 (JRA阪神)

新人障害飛越競技 (47人)
市場 智久 3 レッドオーカン −0 (2位, J.O.−0)
足立 　徹 2 グローバルマインド −4 (着外, 1落下)
森本 　晃 2 ヒノデロッキー −4 (着外, 1反抗+T減)
新田 統昭 2 レッドオーカン −8 (着外, 2落下)
小池 大介 2 ブラウンパルサー E (経路違反)
島田 雅博 2 ヒノデロッキー E (障害間 1分)

団体総合得点
順位 大学名 得点計
1. 京都産業大学 43点
2. 京都大学 17点
3. 同志社大学 7点

6/13～14 　京都府月例馬術大会 (京都産業大学)

— 6/13 —
学生賞典馬場馬術課目 (15人)
神谷 里美 4 ウエスタンコナーズ 599.5点 (2位)
川原 恵子 4 ジャックアスヒル 560.0点 (着外)
宮本 一成 3 フリースタイル 541.5点 (着外)

総合馬場課目ツースター 1998 (14人)
百田 牧人 4 センテニアルウィル 417.0点 (1位)
堀 　幸子 4 レッドオーカン 405.0点 (着外)
石井 彩子 4 グローバルマインド 404.0点 (着外)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (26人)
鈴木 一平 3 ジャックアスヒル 343.0点 (着外)
鈴木 幸之助3 ダンディライアン 325.0点 (着外)

— 6/14 —
小障害飛越競技B (38人)
百田 牧人 4 センテニアルウィル −0 (3位, J.O.−0)
東松 英司 3 ヒノデロッキー −4 (着外, 1落下)
正井 博和 4 インテグレート E (3反抗)
山添 晴治 3 黒潮丸 E (3反抗)

低障害飛越競技 (15人 (Open 1人))
鈴木 幸之助3 ダンディライアン −5.5 (着外, 1反抗+T減)

小障害飛越競技A・トップスコア (30人)
百田 牧人 4 センテニアルウィル 620点 (着外)
伊勢谷 高司4 ヒノデロッキー 560点 (着外)
正井 博和 4 インテグレート 390点 (着外)
堀 　幸子 4 レッドオーカン 350点 (着外)

中障害飛越競技C (33人)
百田 牧人 4 センテニアルウィル −0 (着外, J.O.−18; 1反抗 1落下+T減)
石井 彩子 4 グローバルマインド −4 (着外, 1落下)
伊勢谷 高司4 ヒノデロッキー −12 (着外, 1反抗 1落下+T減)
堀 　幸子 4 レッドオーカン −25.5 (着外, 2反抗 2落下+T減)

複合馬術競技 (総合馬場と中障害Cの複合成績で決定) (8人)
百田 牧人 4 センテニアルウィル −111 (1位)
石井 彩子 4 グローバルマインド −120·1/3(着外)
堀 　幸子 4 レッドオーカン −155 (着外)

7/4～5 　第 21回 京都府民総合体育大会馬術競技 (京都乗馬クラブ)

— 7/4 —
学生賞典馬場馬術課目 (13人)
神谷 里美 4 ウエスタンコナーズ 599.0点 (1位)
川原 恵子 4 ジャックアスヒル 591.0点 (3位)
森口 美穂 4 アポイリージ 573.5点 (5位)

— 7/5 —
中障害飛越競技B (33人)
石井 彩子 4 グローバルマインド −26.75 (着外, 2反抗 4落下+T減)

低障害飛越競技 (18人)
鈴木 幸之助3 ダンディライアン −0 (着外)

小障害飛越競技B (30人)
東松 英司 3 ヒノデロッキー −0 (着外)
百田 牧人 4 センテニアルウィル −3 (着外, 1反抗)
正井 博和 4 インテグレート E (3反抗)

中障害飛越競技C (20人)
百田 牧人 4 センテニアルウィル −13 (着外, 2反抗+T減)
堀 　幸子 4 レッドオーカン E (3反抗)
伊勢谷 高司4 ヒノデロッキー E (3反抗)

8/5～6 　第 41回 関西学生総合馬術大会 (杉谷馬事公苑)

— 8/5 —
調教審査・総合馬場課目ツースター 1998 (44人)
百田 牧人 4 センテニアルウィル −111·2/3
石井 彩子 4 グローバルマインド −117·2/3
正井 博和 4 インテグレート −123
堀 　幸子 4 レッドオーカン −123·5/6
阿部 裕紀 4 ハナジロー −124
田々美 健治4 ブラウンパルサー −128·1/6
宮地 秀和 3 ファインスタイル E (ベル前入場)



— 8/6 —
余力審査 (42人)
阿部 裕紀 4 ハナジロー −10 (2落下)
石井 彩子 4 グローバルマインド −15 (3落下)
堀 　幸子 4 レッドオーカン −23.25 (1反抗 2落下+T減)
百田 牧人 4 センテニアルウィル E (3反抗)
田々美 健治4 ブラウンパルサー E (3反抗)
正井 博和 4 インテグレート E (3反抗)
宮地 秀和 3 ファインスタイル E (3反抗, Open)

個人成績 (＊印は全日本学生の権利獲得)
6. 石井 彩子 4 グローバルマインド −132·2/3 ＊
8. 阿部 裕紀 4 ハナジロー −134 ＊
14. 堀 　幸子 4 レッドオーカン −147·1/12 ＊
　∗ 阿部 4 (ハナジロー) は権利獲得も、脚部不安から権利返上。
　∗ 堀 4 (レッドオーカン) 他大学棄権による繰上。

団体成績
順位 大学名 減点計
1. 関西学院大学 387·1/4
2. 京都産業大学 405·5/6
3. 関西大学 410·1/6
4. 京都大学 413·3/4

　　　∗ 団体表彰は 3位まで

8/5～6 　第 23回 関西学生女子複合馬術大会 (杉谷馬事公苑)

— 8/5 —
馬場馬術競技・馬場馬術競技第 3課目 1993 (22人)
石井 彩子 4 グローバルマインド −101·2/3
加藤 真輝子3 ミカゲノコマチ −117·2/3

— 8/6 —
障害飛越競技 (21人)
石井 彩子 4 グローバルマインド −10 (2落下)
加藤 真輝子3 ミカゲノコマチ E (3反抗)

個人成績
3. 石井 彩子 4 グローバルマインド −111·2/3

8/6 　第 19回 学生馬術東西対抗競技会 (杉谷馬事公苑)

障害飛越競技
百田 牧人 4 レッドオーカン −0
石井 彩子 4 ミカゲノコマチ −269.5 (3反抗)
　　　∗ 百田、石井とも対馬勝ちし、関西学生の勝利に貢献 (全体で 6勝 2敗)

9/2 　第 33回 関西学生馬場馬術大会 (杉谷馬事公苑)

学生賞典馬場馬術課目 (27人)

個人成績
12. 川原 恵子 4 ジャックアスヒル 590.0点
13. 神谷 里美 4 ウエスタンコナーズ 589.5点
15. 宮本 一成 3 フリースタイル 585.0点
17. 佐武 紀子 4 アーリーオータム 573.5点
21. 森口 美穂 4 アポイリージ 571.5点

団体成績
順位 大学名 総得点
1. 関西学院大学 1943.5点
2. 京都産業大学 1837.5点
3. 立命館大学 1798.5点
4. 京都大学 1764.5点

　　　∗ 団体表彰は 3位まで

馬場馬術競技第 3課目 1993 (10人)
鈴木 一平 3 ジャックアスヒル 368.0点 (3位)
中川 秀樹 3 アポイリージ 297.5点 (着外)

9/2～4 　第 33回 関西学生障害馬術大会 (杉谷馬事公苑)

— 9/2 —
フレンドシップ (37人)
百田 牧人 4 センテニアルウィル E (3反抗)

— 9/3 —
標準中障害飛越競技・第一走行 (52人)
百田 牧人 4 レッドオーカン −11 (1反抗 2落下)
石井 彩子 4 グローバルマインド −24 (6落下)
阿部 裕紀 4 ハナジロー −59 (3反抗)

— 9/4 —
標準中障害飛越競技・第二走行 (45人)
百田 牧人 4 レッドオーカン −4 (1落下)
石井 彩子 4 グローバルマインド −28 (7落下)
阿部 裕紀 4 ハナジロー −35.5 (2反抗 4落下+T減)

個人成績 (＊印は全日本学生の権利獲得)
6. 百田 牧人 4 レッドオーカン −15 ＊
21. 石井 彩子 4 グローバルマインド −52
28. 阿部 裕紀 4 ハナジロー −94.5

団体成績
順位 大学名 第一走行 第二走行 減点計
1. 同志社大学 27 19 46
2. 関西学院大学 19 41 60
3. 大阪府立大学 32 75.25 107.25
7. 京都大学 94 67.5 161.5

　　　∗ 団体表彰は 3位まで

9/26～27 　第 34回 全日本学生馬術女子選手権大会 (馬事公苑)

— 9/26 —
1回戦 ·学生選手権馬場 (32人)
石井 彩子 4 麻茜 麻布大 3位/4人中
佐武 紀子 4 桜守 日本大 4位/4人中
　　　∗ 2人とも 2回戦進出ならず

10/4 　京都府スポーツデー記念馬術大会 (京都乗馬クラブ)

総合馬場課目ツースター 1998 (2人)
石井 彩子 4 グローバルマインド 385.5点 (2位)

馬場馬術競技第 2課目 1993 (17人)
中津川 洋平1 ダンディライアン 285.5点 ( 7位)
南部 隆彦 1 黒潮丸 284.5点 (11位)
山崎 　潤 1 ダンディライアン 281.0点 (12位)

小障害飛越競技B (二段階) (39人 (Open 7人))
東松 英司 3 ヒノデロッキー 1段階終了 (着外, 1反抗+T減)
山添 晴治 3 グローバルマインド 1段階終了 (着外, 1反抗 1落下+T減)

低障害飛越競技 (11人)
島田 雅博 2 黒潮丸 −6.5 (3位, 1反抗+T減)
河村 圭亮 3 インテグレート E (場外)

11/3 　京都府月例馬術大会 (高宮 RIDING PARK)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (7人)
東松 英司 3 ヒノデロッキー 358.5点 (2位)
中川 秀樹 3 アポイリージ 349.5点 (3位)
氏家 真紀子2 フリースタイル 346.0点 (4位)

小障害飛越競技C (21人)
宮本 一成 3 センテニアルウィル −9.75 (着外, 1反抗+T減)
宮地 秀和 3 ブラウンパルサー E (3反抗)

小障害飛越競技A (16人)
横江 友佳C ヒノデロッキー −8 (着外, 1反抗+T減)

小障害飛越競技B (15人)
東松 英司 3 ヒノデロッキー −4 (着外, 1落下)
宮本 一成 3 センテニアルウィル −12 (着外, 1反抗 1落下+T減)

11/3 　第 49回 五大都市体育大会協賛馬術大会 (高宮 RIDING PARK)

1回戦 (京都市 対 神戸市)
磯林 恵介 京都市 ティグレ 高宮RP −0 67”88
斉藤 智生 神戸市 モンゴル 立命館大 −0 61”76
西海 宏修 神戸市 ティグレ 高宮RP −12 58”29
百田 牧人 京都市 モンゴル 立命館大 −8 69”87
　∗ 総減点で京都市 −8, 神戸市 −12 で京都市が勝ち, 準決勝戦進出

準決勝戦・第 1試合 (大阪市 対 横浜市)
山根 英樹 大阪市 ヒノデロッキー 京都大 −4 59”40
野田 竜治 横浜市 フォルナックス 京産大 −4 67”16
高柳 徹三 横浜市 ヒノデロッキー 京都大 −0 66”89
島尾 成紀 大阪市 フォルナックス 京産大 −21.25 76”88
　∗ 総減点で大阪市 −25.25, 横浜市 −4 で横浜市が勝ち, 決勝戦進出

準決勝戦・第 2試合 (京都市 対 名古屋市)
磯林 恵介 京都市 グランディア 同志社大 −8 91”88
杉浦 義雅 名古屋市 チャンプ カシオペアRC −12 67”25
中島 章博 名古屋市 グランディア 同志社大 −4 64”43
百田 牧人 京都市 チャンプ カシオペアRC −0 68”31
　∗ 総減点で京都市 −8, 名古屋市 −16 で京都市が勝ち, 決勝戦進出

決勝戦 (横浜市 対 京都市)
野田 竜治 横浜市 マーキュリー 京都RC −0 67”21
磯林 恵介 京都市 ティグレ 高宮RP −4 62”65
百田 牧人 京都市 マーキュリー 京都RC −4 65”05
高柳 徹三 横浜市 ティグレ 高宮RP −0 67”17
　　　∗ 総減点で横浜市 −0, 京都市 −8 で横浜市が優勝

11/25～26 　第 48回 全日本学生賞典障害飛越競技大会 (馬事公苑)

— 11/24 —
フレンドシップ (Open競技, 80秒間自由走行)(?人)
百田 牧人 4 レッドオーカン (3反抗)

— 11/25 —
学生賞典障害飛越競技・第一走行 (97人)
百田 牧人 4 レッドオーカン E (3反抗)

11/28～29 　第 41回 全日本学生賞典総合馬術競技大会 (馬事公苑)

— 11/28 —
調教審査・総合馬場課目ツースター 1998 (69人)
堀 　幸子 4 レッドオーカン −133·1/6
石井 彩子 4 グローバルマインド −138

— 11/29 —
耐久審査 (68人)
堀 　幸子 4 レッドオーカン E (Time Over)
石井 彩子 4 グローバルマインド E (No.13で 3反抗)

12/5～6 　第 37回 淀馬術競技大会 (JRA京都)

— 12/5 —
馬場馬術競技第 2課目 1993 (16人)
三上 耕太朗1 黒潮丸 302.0点 (着外)
島村 麻有子1 アポイリージ 291.0点 (着外)
橋本 貴代美1 ダンディライアン E (呼び出し 1分)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (16人)
中川 秀樹 3 アポイリージ 366.0点 (1位)
宮本 一成 3 センテニアルウィル 343.0点 (3位)
氏家 真紀子2 フリースタイル 269.0点 (着外)

小障害飛越競技A (38人)
東松 英司 3 ヒノデロッキー E (3反抗)

— 12/6 —
小障害飛越競技B (36人)
宮地 秀和 3 ブラウンパルサー −0 (着外)
宮本 一成 3 センテニアルウィル −6.5 (着外, 1反抗+T減)
島田 雅博 2 黒潮丸 E (3反抗)
東松 英司 3 ヒノデロッキー E (3反抗)

小障害飛越競技C (47人)
宮本 一成 3 センテニアルウィル −0 (着外)
宮地 秀和 3 ブラウンパルサー −0 (着外)
島田 雅博 2 黒潮丸 E (3反抗)
森本 　晃 2 ヒノデロッキー E (3反抗)

12/26～27 　岡大戦 (京都大学)

— 12/26 —
第1競技 馬場馬術競技第 3課目1993

No. 選手名 所属 馬匹名 総得点 勝点
1. 島田 雅博 京都大2 アーリーオータム 314.5点 0
2. 赤木 　毅 岡山大2 アポイリージ 335.5点 0
3. 氏家 真紀子 京都大2 ダンディライアン 310.5点 0
4. 上野 まりこ 京都大2 アポイリージ 348.5点 2
5. 船曳 陽一 岡山大2 アーリーオータム 315.5点 2
6. 森本 　晃 京都大2 アポイリージ 352.5点 2
7. 赤木 　毅 岡山大2 ダンディライアン 312.0点 2
8. 牧 　暁子 清心 2 アポイリージ 333.5点 0

— 12/27 —
第2競技 障害飛越競技

No. 選手名 所属 馬匹名 総減点 タイム 勝点
1. 牧 　暁子 清心 2 ヒノデロッキー 0 56”16 3
2. 新田 統昭 京都大3 アーリーオータム 0.75 70”93 3
3. 島田 雅博 京都大2 ヒノデロッキー 4 59”88 0
4. 上野 まりこ 京都大2 ヒノデロッキー 10.5 97”60 0
5. 赤木 　毅 岡山大2 アーリーオータム 2 75”59 0
6. 船曳 陽一 岡山大2 ヒノデロッキー 4 57”66 3

団体優勝 岡山大学 (勝点 13点)
団体準優勝 京都大学 (勝点 10点)
最優秀選手 船曳 陽一 (岡山大)
優秀選手 森本 　晃 (京都大)

牧 　暁子 (ノートルダム清心女子大)


