
2/13 　平成 10年度 関西学生馬術連盟定例総会 (サンケイホール)

＜平成 10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 78点 4. 京都大学 34点
2. 京都産業大学 70点 5. 同志社大学 32点
3. 関西大学 36点 6. 大阪府立大学 28点

関西三大大会優秀団体
　表彰対象以下
関西優秀選手
　表彰選手なし
関西優秀女子選手
順位 選手名 大学名 得点計
1. 石井 彩子 京都大 30点
1. 岡田 　綾 大阪府立大 30点
3. 鷲尾 加奈子 京都産業大 26点
4. 立花 　直 京都産業大 22点
5. 酒井 はるか 京都産業大 20点
6. 佐武 紀子 京都大 16点
6. 藤居 彩子 大阪府立大 16点
6. 下山 こずえ 関西学院大 16点

関西優秀馬匹
　表彰馬匹なし
功労賞
百田 牧人 平成 10年度総務委員

功労馬
　該当馬匹なし

2/27～3/1 　第 38回 淀馬術競技大会 (JRA京都)

— 2/27 —
馬場馬術競技第 2課目 1993 (19人)
加藤 真輝子3 ポルカドット 228.0点 (3位)
速水 健史 3 京秋華 193.5点 (着外)
島村 麻有子1 アーリーオータム 174.5点 (着外)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (25人)
鈴木 一平 3 ウエスタンコナーズ 363.0点 (2位)
新田 統昭 3 アーリーオータム 341.5点 (着外)
関口 乙恵 2 アポイリージ 310.5点 (着外)

— 2/28 —
小障害飛越競技C (60人)
鈴木 幸之助3 ハナジロー −0 (着外)
新田 統昭 3 アーリーオータム −5 (着外, 1落下+T減)
速水 健史 3 京秋華 −0.25 (着外, T減)
宮本 一成 3 センテニアルウィル −0.75 (着外, T減)
島田 雅博 2 黒潮丸 −8 (着外, 1反抗+T減)
森本 　晃 2 ヒノデロッキー −14 (着外, 2反抗+T減)
堀 　幸子 3 レッドオーカン −4.25 (着外, 1反抗+T減)
河村 圭亮 3 インテグレート E (3反抗)

ターフカップ競技 (25人)
鈴木 幸之助3 ハナジロー −4 (着外, 1落下)

— 3/1 —
小障害飛越競技B (47人)
宮本 一成 3 センテニアルウィル −0.25 (着外, T減)
東松 英司 3 ヒノデロッキー −4 (着外, 1落下)
島田 雅博 2 黒潮丸 E (3反抗)
河村 圭亮 3 インテグレート E (3反抗)

3/7, 14 　第 3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]
— 3/7 — (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 3 千幻 0 76”65
2. 南河 裕子 関西大 2 千山 0.5 85”81
3. 加藤 真輝子 京都大 3 千幻 8 60”56
4. 氏家 真紀子 京都大 2 千山 120 168”00

— 3/14 — (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. 上野 まりこ 京都大 2 グローバルマインド 8.5 90”73
2. 関口 乙恵 京都大 2 ヒノデロッキー 0 59”36
3. 藤田 摩理子 関西大 3 グローバルマインド 4 64”86
4. 藤田 知子 関西大 3 ヒノデロッキー 0 64”66

大学名 2日総減点 勝敗
関西大学 4.5 勝
京都大学 136.5 敗

　　　∗ 決勝戦の出場権、獲得ならず

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)

学生賞典馬場馬術課目 (10人)
中川 秀樹 3 アポイリージ 600.5点 (3位)
鈴木 一平 3 ウエスタンコナーズ 553.5点 (着外)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (17人, 新人戦 9人)
市場 智久 3 ダンディライアン 347.0点 (2位)
関口 乙恵 2 アポイリージ 338.5点 (着外, 新人戦 3位)
島田 雅博 2 黒潮丸 338.0点 (着外, 新人戦 4位)
鈴木 幸之助3 ジャックアスヒル 331.0点 (着外)

小障害飛越競技A (32人)
山添 晴治 3 グローバルマインド −0 (5位, J.O.−0)
宮本 一成 3 センテニアルウィル −8.75 (着外, 1反抗+T減)
東松 英司 3 ヒノデロッキー −14.75 (着外, 2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B (20人 (Open 1人))
上野 まりこ2 グローバルマインド −0 (1位)
宮本 一成 3 センテニアルウィル −0 (5位)
山田 　武K インテグレート −23 (着外, 2反抗 1落下+T減)
島田 雅博 2 黒潮丸 E (3反抗)

低障害飛越競技 (13人)
市場 智久 3 ダンディライアン −0 (4位)
河村 圭亮 3 インテグレート −6 (着外, 1反抗+T減)

4/11 　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)
鈴木 一平 4 ウエスタンコナーズ 554.0点 (4位)
中川 秀樹 4 アポイリージ 538.5点 (着外)
鈴木 幸之助4 ジャックアスヒル 529.5点 (着外)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (7人)
関口 乙恵 3 アポイリージ 345.5点 (1位)

馬場馬術競技第 2課目 1993 (2人, Open競技)
橋本 貴代美2 ダンディライアン 321.0点

小障害飛越競技A (22人)
東松 英司 4 ヒノデロッキー −0 (1位)
宮本 一成 4 センテニアルウィル −0 (4位)
山田 　武K インテグレート E (3反抗)
宮地 秀和 4 ブラウンパルサー E (3反抗)

小障害飛越競技C (11人)
森本 　晃 3 ヒノデロッキー −0 (1位)
市場 智久 4 レッドオーカン −0 (4位)
河村 圭亮 4 インテグレート −12.75 (着外, 2反抗+T減)

4/24～25 　第 38回 国立七大学総合体育大会 (東京大学)

— 4/24 —
第1競技 第 3課目馬場馬術競技 (第 3課目 1993)
選手名 馬匹名 得点 勝点
中川 秀樹 4 東楓 332.0点 3
宮本 一成 4 東舜 383.5点 3

— 4/25 —
第2競技 障害飛越競技
選手名 馬匹名 減点 勝点
東松 英司 4 東桜 0 2
宮本 一成 4 メモリーバイス 0 2.5

団体優勝 京都大学 　(勝点 10.5)
団体準優勝 東京大学 　(勝点 9.5)
団体第 3位 北海道大学 (勝点 7.5)
最優秀選手 宮本 一成 　(京都大)
優秀選手 真野 裕介 　(東京大)

4/30～5/1 　第 1回 みっきぃホースフェスティバル馬術競技会 (三木ホースランドパーク)

— 4/30 —
グリーンカップ (43人)
東松 英司 4 ヒノデロッキー E (3反抗)

— 5/1 —
ハクニーカップ (29人)
宮本 一成 4 センテニアルウィル −0.25 (着外, T減)
東松 英司 4 ヒノデロッキー E (3反抗)

5/3～5 　第 34回 全関西学生馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 5/3 —
学生賞典馬場馬術課目 (25人)
中川 秀樹 4 アポイリージ 614.0点 (5位)
鈴木 幸之助4 ジャックアスヒル 579.5点 (着外)

新馬障害飛越競技 (6人)
新田 統昭 4 アーリーオータム −8 (3位, 2落下)

Lクラス障害飛越競技B (69人)
(個人)
宮本 一成 4 センテニアルウィル −0 (着外)
市場 智久 4 レッドオーカン −3.25 (着外, 1反抗+T減)
山添 晴治 4 グローバルマインド −12.25 (着外, 1反抗 2落下+T減)
宮地 秀和 4 ブラウンパルサー E (3反抗)
東松 英司 4 ヒノデロッキー E (3反抗)
河村 圭亮 4 インテグレート E (3反抗)
島田 雅博 3 黒潮丸 E (3反抗)

(団体)
　　上位 3人馬の総減点 −15.5 (着外)
— 5/4 —
Lクラス障害飛越競技A (42人)
宮本 一成 4 センテニアルウィル −8.75 (着外, 2落下+T減)
山添 晴治 4 グローバルマインド −25.5 (着外, 1反抗 5落下+T減)
市場 智久 4 レッドオーカン E (3反抗)

Lクラス複合馬術競技 (13人)
宮本 一成 4 センテニアルウィル −138·3/4 (6位)

団体総合得点
順位 大学名 得点計
1. 関西学院大学 74点
2. 大阪府立大学 48点
3. 京都産業大学 39点
6. 京都大学 10点

　　　∗ 団体表彰は 3位まで

5/4～5 　第 31回 関西学生女子自馬大会 (三木ホースランドパーク)

— 5/4 —
馬場馬術競技第 2課目 1993 Aブロック (10人)
橋本 貴代美2 ダンディライアン 263.0点 (6位)

馬場馬術競技第 2課目 1993 Bブロック (12人)
福田 淳子 3 アポイリージ 328.0点 (2位)

— 5/5 —
馬場馬術競技第 3課目 1993 Aブロック (11人)
加藤 真輝子4 ポルカドット 346.0点 (着外)
氏家 真紀子3 フリースタイル 317.0点 (着外)

馬場馬術競技第 3課目 1993 Bブロック (11人)
関口 乙恵 3 アポイリージ 361.0点 (3位)
上野 まりこ3 ジャックアスヒル 334.0点 (5位)

女子障害飛越競技 (19人)
上野 まりこ3 グローバルマインド −0 (2位, J.O.−4; 1落下)

団体総合得点
順位 大学名 得点計
1. 神戸大学 27点
1. 立命館大学 27点
3. 京都大学 25点



5/5 　第 30回 関西学生新人馬術大会 (三木ホースランドパーク)

新人障害飛越競技 (39人)
中津川 洋平2 ヒノデロッキー −0 (着外, J.O.−25; 1反抗+T減)
三上 耕太朗2 レッドオーカン −4 (着外)
山崎 　潤 2 グローバルマインド −4 (着外)
南部 隆彦 2 黒潮丸 E (3反抗)

団体総合得点
順位 大学名 得点計
1. 京都大学 15点
2. 大阪市立大学 12点
3. 該当無し

5/30 　京都府月例馬術大会 (京都産業大学)

学生賞典馬場馬術課目 (11人)
中川 秀樹 4 アポイリージ 559.0点 (5位)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (12人)
関口 乙恵 3 アポイリージ 363.0点 (4位)
氏家 真紀子3 フリースタイル 324.0点 (着外)

小障害飛越競技B (13人)
東松 英司 4 ヒノデロッキー −0 (2位)
宮地 秀和 4 ブラウンパルサー −6 (着外, 1反抗+T減)
河村 圭亮 4 インテグレート E (3反抗)

小障害飛越競技A (13人)
東松 英司 4 ヒノデロッキー −0 (2位)
宮本 一成 4 センテニアルウィル −0 (5位)
宮地 秀和 4 ブラウンパルサー −4 (着外, 1反抗+T減)
市場 智久 4 レッドオーカン E (3反抗)

中障害飛越競技C (15人)
宮本 一成 4 センテニアルウィル −4 (着外, 1落下)
市場 智久 4 レッドオーカン E (3反抗)

6/19～20 　第 22回 京都府民総合体育大会馬術競技 (京都乗馬クラブ)

— 6/19 —
学生賞典馬場馬術課目 (14人)
中川 秀樹 4 アポイリージ 583.0点 (着外)
鈴木 幸之助4 ジャックアスヒル 573.5点 (着外)
鈴木 一平 4 ウエスタンコナーズ 558.5点 (着外)
氏家 真紀子3 フリースタイル 477.0点 (着外)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (16人)
関口 乙恵 3 アポイリージ 356.5点 (4位)
森本 　晃 3 ヒノデロッキー 349.0点 (6位)
島田 雅博 3 黒潮丸 343.0点 (着外)
宮本 一成 4 センテニアルウィル 337.0点 (着外)
加藤 真輝子4 ポルカドット 331.0点 (着外)
福田 淳子 3 ダンディライアン 場外失権

総合馬場課目ツースター 1998 (7人)
宮本 一成 4 センテニアルウィル 392.0点 (1位)
山添 晴治 4 グローバルマインド 389.0点 (2位)
東松 英司 4 ヒノデロッキー 385.0点 (3位)
宮地 秀和 4 ブラウンパルサー 375.5点 (5位)
島田 雅博 3 黒潮丸 356.0点 (6位)
河村 圭亮 4 インテグレート 329.5点 (着外)

— 6/20 —
小障害飛越競技B (9人)
上野 まりこ3 グローバルマインド −8 (5位, 2落下)
河村 圭亮 4 インテグレート E (3反抗)

小障害飛越競技A (23人)
東松 英司 4 ヒノデロッキー −8 (着外, 2落下)
宮地 秀和 4 ブラウンパルサー −17.75 (着外, 2反抗+T減)

中障害飛越競技C (28人)
東松 英司 4 ヒノデロッキー −17.25 (着外, 2反抗+T減)
山添 晴治 4 グローバルマインド E (3反抗)
宮本 一成 4 センテニアルウィル E (3反抗)
宮地 秀和 4 ブラウンパルサー E (3反抗)

低障害飛越競技 (14人)
加藤 真輝子4 ポルカドット −7 (着外, 1反抗+T減)

7/6～7 　第 34回 関西学生馬場馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 7/6 —
学生賞典馬場馬術課目 (28人)

個人成績 (＊印は全日本学生の権利獲得)
2. 中川 秀樹 4 アポイリージ 678.5点 ＊
4. 鈴木 幸之助 4 ジャックアスヒル 659.5点 ＊
16. 鈴木 一平 4 ウエスタンコナーズ 615.0点
22. 速水 健史 4 アーリーオータム 560.5点
37. 氏家 真紀子 3 フリースタイル 490.5点

団体成績
順位 大学名 総得点
1. 立命館大学 2005.0点
2. 京都大学 1953.0点
3. 京都産業大学 1926.0点

— 7/7 —
馬場馬術競技第 3課目 1993 (34人)
加藤 真輝子4 ポルカドット 370.0点 (着外)
関口 乙恵 3 アポイリージ 370.0点 (着外)
島田 雅博 3 黒潮丸 362.0点 (着外)

7/6～8 　第 34回 関西学生障害馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 7/6 —
フレンドシップ (Open競技, 60秒間自由走行)(45人)
山添 晴治 4 グローバルマインド (1反抗 1落下)
東松 英司 4 ヒノデロッキー (2反抗)
宮本 一成 4 センテニアルウィル (3反抗失権)

— 7/7 —
標準中障害飛越競技・第一走行 (50人)
鈴木 幸之助4 ハナジロー −9.75 (1反抗 1落下+T減)
山添 晴治 4 グローバルマインド −12 (3落下)
宮本 一成 4 センテニアルウィル −57 (3反抗)
東松 英司 4 ヒノデロッキー −57 (スタート前 45秒)

— 7/8 —
標準中障害飛越競技・第二走行 (42人)
鈴木 幸之助4 ハナジロー −11.75 (1反抗 2落下+T減)
山添 晴治 4 グローバルマインド −62.75 (3反抗)
東松 英司 4 ヒノデロッキー −62.75 (障害間 1分)

個人成績 (＊印は全日本学生の権利獲得)
5. 鈴木 幸之助 4 ハナジロー −21.5 ＊
24. 山添 晴治 4 グローバルマインド −74.75
−. 東松 英司 4 ヒノデロッキー −119.75

団体成績
順位 大学名 第一走行 第二走行 減点計
1. 京都産業大学 16 23 39
2. 関西学院大学 57 44.5 101.5
3. 大阪府立大学 35 67 102
8. 京都大学 78.75 127.25 216

　　　∗ 団体表彰は 3位まで

7/28～30 　第 33回 全日本高等学校馬術競技大会 (於 杉谷馬事公苑)

関西学生馬術連盟の依頼で 5頭貸与. (ヒノデロッキー, ブラウンパルサー,
インテグレート, 黒潮丸, ダンディライアン (試合には使用されず))

— 7/28 —
[第 1回戦]
名倉 準一 愛知県立鳴海高等学校 ヒノデロッキー −148.5
田中 美和 東葉高等学校 ヒノデロッキー −78.5 (3反抗)
安枝 奈都子 兵庫県立神戸高等学校 ブラウンパルサー −68.5 (落馬)
神門 高大 東京農業大学第一高等学校 インテグレート −222.5 (3反抗)
木村 将隆 千葉県立沼南高等学校 ブラウンパルサー −0
塩沢 　桜 長野女子高等学校 インテグレート −78.5 (落馬)
西原 弘修 広島工業大学附属広島高等学校 黒潮丸 −278.5 (3反抗)
平沢 康治 小松原高等学校 黒潮丸 −198.5 (3反抗)

愛知県立
　鳴海高等学校

−156.5 −83.25 東葉高等学校

兵庫県立
　神戸高等学校

−207 −146.5 千葉県立
　沼南高等学校

東京農業大学
　第一高等学校

−230.5 −182.25 長野女子高等学校

広島工業大学附属
　広島高等学校 −279.25 −206.5 小松原高等学校

— 7/29 —
[第 2回戦]
板倉 浩司 　大分県立三重農業高等学校 黒潮丸 −258.5 (3反抗)
高田 裕介 石川県立金沢二水高等学校 黒潮丸 −278.5 (3反抗)
杉田 悠太 関西学院高等部 インテグレート −278.5 (障害間 1分)
岩本 浩昭 麻布大学附属淵野辺高等学校 ブラウンパルサー −0
榊山 秀樹 名古屋学院高等学校 インテグレート −138.5 (3反抗)
栗野 　翔 鹿児島県立川辺高等学校 ブラウンパルサー −0
橘木 翔馬 飛翔館高等学校 ヒノデロッキー −0
中前 正至 船橋市立船橋高等学校 ヒノデロッキー −8 (2落下)

大分県立
　三重農業高等学校 −271.75 −286.5

石川県立
　金沢二水高等学校

関西学院高等部 −295.25 −489.5 名古屋学院
　高等学校

麻布大学附属
　淵野辺高等学校

−12 −132.5 鹿児島県立
　川辺高等学校

飛翔館高等学校 −16 −8 船橋市立
　船橋高等学校

— 7/30 —
[第 3回戦]
宮田 恵実 　東葉高等学校 ブラウンパルサー −4 (1落下)
岩本 浩昭 麻布大学附属淵野辺高等学校 ヒノデロッキー −4 (1落下)
小代 裕介 熊本県立阿蘇清峰高等学校 ブラウンパルサー −0
宮崎 　格 関西学院高等部 ヒノデロッキー −4 (1落下)

東葉高等学校 −268.25 −7 熊本県立
　阿蘇清峰高等学校

麻布大学附属
　淵野辺高等学校

−144.25 −252.25 関西学院高等部

[準決勝]
酒井 健太 　熊本県立阿蘇清峰高等学校 インテグレート −126.75 (3反抗)
湯元 哲也 宮崎県立高原高等学校 インテグレート −272.75 (障害間 1分)

熊本県立
　阿蘇清峰高等学校 −413.5 −459.5

宮崎県立
　高原高等学校



8/28～29 　第 42回 関西学生総合馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 8/28 —
調教審査・総合馬場課目ツースター 1998 (22人)
新田 統昭 4 アーリーオータム −103
宮本 一成 4 センテニアルウィル −109
東松 英司 4 ヒノデロッキー −116
山添 晴治 4 グローバルマインド −117
宮地 秀和 4 ブラウンパルサー −121
市場 智久 4 レッドオーカン −131
河村 圭亮 4 インテグレート −136

耐久審査 (22人)
山添 晴治 4 グローバルマインド −20 (T減)
東松 英司 4 ヒノデロッキー −51 (1反抗+T減)
宮地 秀和 4 ブラウンパルサー −257 (4反抗+T減)
新田 統昭 4 アーリーオータム −344 (5反抗+T減)
宮本 一成 4 センテニアルウィル −363 (3反抗 1落馬+T減)
河村 圭亮 4 インテグレート −540 (5反抗 1落馬+T減)
市場 智久 4 レッドオーカン E (3反抗)

— 8/29 —
余力審査 (18人 (うちOpen4人))
宮地 秀和 4 ブラウンパルサー −0
山添 晴治 4 グローバルマインド −10 (2落下)
新田 統昭 4 アーリーオータム −25 (5落下)
宮本 一成 4 センテニアルウィル E (3反抗)
東松 英司 4 ヒノデロッキー E (3反抗)
　　　∗ 河村 4 インテグレートはインスペクションで失権

個人成績 (＊印は全日本学生の権利獲得)
6. 山添 晴治 4 グローバルマインド −147 ＊
11. 宮地 秀和 4 ブラウンパルサー −378
12. 新田 統昭 4 アーリーオータム −472

団体成績
順位 大学名 減点計
1. 関西学院大学 348
2. 関西大学 564
3. 京都大学 997

8/28～29 　第 24回 関西学生女子複合馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 8/28 —
馬場馬術競技・馬場馬術競技第 3課目 1993 (15人)
加藤 真輝子4 ポルカドット −107

— 8/29 —
障害飛越競技 (15人)
加藤 真輝子4 ポルカドット E (3反抗)

10/3 　京都府スポーツデー記念馬術大会 (京都乗馬クラブ)

学生賞典馬場馬術課目 (8人)
中川 秀樹 4 アポイリージ 601.0点 (2位)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (13人)
森本 　晃 3 ヒノデロッキー 364.5点 (5位)
関口 乙恵 3 アポイリージ 338.0点 (着外)
氏家 真紀子3 ポルカドット 334.0点 (着外)

馬場馬術競技第 2課目 1993 (16人)
中村 暢宏 1 ヒノデロッキー 353.5点 (2位)
杉本 真理子1 ダンディライアン 332.0点 (6位)
友野 裕充 1 黒潮丸 313.0点 (着外)
本所 　恵 1 ダンディライアン 312.0点 (着外)
山口 弘悦 1 黒潮丸 311.5点 (着外)
磯野 友美 1 ダンディライアン 296.0点 (着外)
滝澤 知弘 1 ポルカドット 297.0点 (着外)

小障害飛越競技C (16人)
中津川 洋平2 ブラウンパルサー −0 (着外)

10/11～12 　第 37回 関西学生馬術選手権大会 (京都産業大学)

— 10/11 —
予選 ·部班 (30人)
中川 秀樹 4 凌輝 神戸大 1位/4人中
山添 晴治 4 凌弓 神戸大 1位/2人中
宮本 一成 4 浪司 大阪府大 2位/4人中
島田 雅博 3 凌輝 神戸大 3位/4人中
森本 　晃 3 貴浪 大阪府大 4位/4人中
　　　∗ 中川、山添、宮本は準々決勝に進出
準々決勝 ·学生選手権馬場 (16人)
宮本 一成 4 月笛 関学大 1位/4人中
山添 晴治 4 月笛 関学大 4位/4人中
中川 秀樹 4 千山 関西大 4位/4人中
　　　∗ 宮本は準決勝に進出
準決勝 ·学生賞典馬場馬術課目 (8人)
宮本 一成 4 ケイアンドリュー 立命館大 −189 (573点)

— 10/12 —
準決勝 ·障害飛越 (8人)
宮本 一成 4 月貴 関学大 −4.25
　　　∗ 宮本は準決勝 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)
宮本 一成 4 ランディングムーン 京産大 −3
宮本 一成 4 モンゴル 立命館大 −15.75
　　　∗ 宮本は決勝 2鞍の減点合計で 4位入賞し、
　　　　第 20回 学生馬術東西対抗競技会および
　　　　第 71回 全日本学生馬術選手権大会の出場権利を獲得

10/11～12 　第 35回 関西学生馬術女子選手権大会 (京都産業大学)

— 10/11 —
予選 ·部班 (13人)
上野 まりこ3 ダンディライアン 京都大 1位/3人中
　　　∗ 上野は準決勝に進出
準決勝 ·学生選手権馬場 (8人)
上野 まりこ3 千僧 関西大 −134

— 10/12 —
準決勝 ·障害飛越 (8人)
上野 まりこ3 月晃 関学大 −0
　　　∗ 上野は準決勝 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)
上野 まりこ3 ヒノデロッキー 京都大 −8
上野 まりこ3 マイア 京産大 −0
　　　∗ 上野は決勝の鞍の減点合計で 4位入賞し、
　　　　第 35回 全日本学生馬術女子選手権大会の出場権利を獲得

11/3～4 　第 49回 全日本学生賞典障害飛越競技大会 (馬事公苑)

— 11/3 —
学生賞典障害飛越競技・第一走行 (97人)
鈴木 幸之助4 ハナジロー −8 (2落下)

— 11/4 —
学生賞典障害飛越競技・第二走行 (83人)
鈴木 幸之助4 ハナジロー −4 (1落下)

個人成績
18. 鈴木 幸之助 4 ハナジロー −12

11/5～6 　第 42回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会 (馬事公苑)

— 11/5 —
学生賞典馬場馬術競技 (40人)

個人成績
24. 中川 秀樹 4 アポイリージ 982点 (51.7%)
35. 鈴木 幸之助4 ジャックアスヒル 918点 (48.3%)

11/6～7 　第 42回 全日本学生賞典総合馬術競技大会 (馬事公苑)

— 11/6 —
調教審査・総合馬場課目ツースター 1998 (69人)
山添 晴治 4 グローバルマインド −142

— 11/7 —
耐久審査 (69人)
山添 晴治 4 グローバルマインド E (No.17で 3反抗)

11/21 　第 20回 学生馬術東西対抗競技会 (津久井馬術競技場)

障害飛越競技
宮本 一成 4 篠桜 学習院大 −163.75(3反抗)
　　　∗ 宮本は両者失権で引き分け、喰い数で関西学生は負け (全体で 2勝 3敗 3分)

12/12 　京都府忘年月例馬術大会 (京都産業大学)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (13人)
南部 隆彦 2 紫明 330点 (着外)

馬場馬術競技第 2課目 1993 (10人)
田中 玲太郎1 アポイリージ 370点 (1位)
江前 紀久子1 アポイリージ 349点 (2位)
岩本 真行 1 アーリーオータム 329点 (4位)
平野 太郎 1 ダンディライアン 303点 (着外)
山崎 　梓 1 ダンディライアン 292点 (着外)
東樹 宏和 1 ヒノデロッキー 291点 (着外)

小障害飛越競技C (15人)
島田 雅博 3 センテニアルウィル −0 (着外)
上野 まりこ3 インテグレート −20 (着外, 2反抗 1落下+T減)

小障害飛越競技B (14人)
中津川 洋平2 ブラウンパルサー −0 (4位)
島田 雅博 3 センテニアルウィル −7.5 (着外, 1反抗+T減)

12/18～19 　第 71回 全日本学生馬術選手権大会 (馬事公苑)

— 12/18 —
1回戦 ·学生選手権馬場 (32人)
宮本 一成 4 ブルーシーズン 青学大 4位/4人中
　　　∗ 2回戦進出ならず

12/18～19 　第 35回 全日本学生馬術女子選手権大会 (馬事公苑)

— 12/18 —
1回戦 ·学生選手権馬場 (32人)
上野 まりこ3 麻茜 麻布大 4位/4人中
　　　∗ 2回戦進出ならず

12/28～29 　岡大戦 (岡山大学)

— 12/28 —
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 得点
1. 枝広 俊樹 岡山大2 旭 　勇 330.5点 3
2. 山崎 　潤 京都大2 旭 　進 258.5点 1
3. 南部 隆彦 京都大2 旭 　勇 356.5点 4
4. 岡崎 光愛 清心 2 旭 　進 点不明 2

— 12/29 —
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. 三上 耕太朗 京都大2 旭 　翔 0 52”82 3
2. 枝広 俊樹 岡山大2 旭 　晃 0 48”31 4
3. 岡崎 光愛 清心 2 旭 　翔 E — 1
4. 中津川 洋平 京都大2 旭 　晃 4 51”69 2

団体優勝 京都大学 (得点 10点)
団体準優勝 岡山大学 (得点 10点, (障害で失権者があったため))
最優秀選手 南部 隆彦 (京都大)
優秀選手 枝広 俊樹 (岡山大)


