
2/11 　平成 11年度 関西学生馬術連盟定例総会 (サンケイホール)

＜平成 11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 58点 4. 大阪府立大学 33点
2. 関西学院大学 54点 5. 関西大 30点
3. 京都大学 40点 6. 立命館大学 28点

関西三大大会優秀団体
順位 大学名 得点計
1. 関西学院大学 24点
2. 京都産業大学 18点
3. 京都大学 17点

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. 北川 美和 京都産業大 44点
2. 下山 こずえ 関西学院大 38点
3. 小塩 涼子 立命館大 30点
4. 上野 まりこ 京都大 20点
5. 壇浦 正子 神戸大 16点
6. 衣袋 亜矢子 立命館大 12点
6. 富坂 恵美 神戸大 12点
6. 佐々木 亜沙子 神戸大 12点

関西優秀馬匹
　表彰馬匹なし
特別賞
鈴木 幸之助 第 49回 全日本学生賞典障害飛越競技大会

　　　　18位入賞 　乗馬: ハナジロー
功労賞
鈴木 幸之助 平成 11年度総務委員、会計委員

功労馬
　フリースタイル

2/11, 19 　第 4回 関西学生馬術プリンセス大会

[準決勝: 京都大学 対 同志社大学]
— 2/11 — (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. 氏家 真紀子 京都大 3 ヒノデロッキー 0 73”97
2. 福田 淳子 京都大 3 アーリーオータム 181 176”00
3. 大西 直子 同志社大 2 ヒノデロッキー 302 176”00
4. 小原 　絹 同志社大 2 アーリーオータム 4 65”28

— 2/19 — (同志社大学)
小障害飛越競技

No. 選手名 所属 馬匹名 総減点 タイム
1. 小原 　絹 同志社大 2 リーバイス 7.5 77”37
2. 大西 直子 同志社大 2 サナ 134 120”00
3. 上野 まりこ 京都大 3 リーバイス 254 120”00
4. 関口 乙恵 京都大 3 サナ 254 120”00

大学名 2日総減点 勝敗
京都大学 689 敗
同志社大学 447.5 勝

　　　∗ 決勝戦の出場権獲得ならず

2/26～28 　第 39回 淀馬術競技大会 (JRA京都)

— 2/26 —
馬場馬術競技第 2課目 1993 (16人)
三上 耕太朗2 ジャックアスヒル 339.5点 (3位)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (28人)
島田 雅博 3 ジャックアスヒル 370.0点 (着外)
南部 隆彦 2 紫明 319.5点 (着外)
氏家 真紀子3 ポルカドット 311.5点 (着外)

小障害飛越競技A (53人)
森本 　晃 3 ヒノデロッキー E (3反抗)

— 2/27 —
二段階障害飛越競技 (57人)
島田 雅博 3 センテニアルウィル (−0.25) (1段階目 T減で終了)
氏家 真紀子3 ポルカドット (−12) (1段階目 3落下で終了)
上野 まりこ3 インテグレート E (1段階目 制限時間超過)

ターフカップ競技 (38人)
森本 　晃 3 ヒノデロッキー E (障害間 1分)

— 2/28 —
小障害飛越競技B (35人)
森本 　晃 3 ヒノデロッキー −0 (着外)
島田 雅博 3 センテニアルウィル −2 (着外, T減)
上野 まりこ3 インテグレート E (3反抗)

3/12 　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 1997 (5人)
島田 雅博 3 ジャックアスヒル 563点 (3位)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (19人, 新人戦 9人)
山崎 　潤 2 ジャックアスヒル 344.0点 (5位, 新人戦 2位)
氏家 真紀子3 ポルカドット 339.5点 (着外)
南部 隆彦 2 紫明 321.5点 (着外, 新人戦 6位)
橋本 貴代美2 ダンディライアン 276.5点 (着外, 新人戦着外)

馬場馬術競技第 2課目 1993 (3人)
溝口 順子 1 ダンディライアン 314点 (1位)

低障害飛越競技 (15人)
氏家 真紀子3 ポルカドット −0 (4位)
南部 隆彦 2 紫明 −6 (着外, 1落下+T減)
上野 まりこ3 インテグレート −11.75 (着外, 1反抗 1落下+T減)

3/16 　平成 11年度 京都府スポーツ賞表彰式
(京都府民総合交流プラザ・テルサホール)

平成 11年度 京都府スポーツ賞 功労賞 (個人)
競技スポーツ振興功労
　　　高三 秀成 (馬術 京都府馬術連盟)

3/18～19 　第 39回 国立七大学総合体育大会 (京都大学)

— 3/18 —
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
関口 乙恵 3 アポイリージ 394点 5
新田 統昭 4 アーリーオータム 394点 5
島田 雅博 3 ジャックアスヒル 380点 5

— 3/19 —
第2競技 障害飛越競技
選手名 馬匹名 減点 勝点
島田 雅博 3 ティグレ (高宮RP) 0 5
森本 　晃 3 ヒノデロッキー 0 5
新田 統昭 4 アーリーオータム 0 7
　　　∗ 障害の 3頭目は大将戦としてポイントアップ

団体優勝 京都大学 　(勝点 32)
団体準優勝 東京大学 　(勝点 23)
団体第 3位 北海道大学 (勝点 16)

最優秀選手 島田 雅博 　(京都大)
優秀選手 新田 統昭 　(京都大)

木ノ内 倫子 (東京大)

4/8～9 　～ 道の駅『三木』オープン記念 ～
HYOGO SPRING HORSE SHOW 2000 (三木ホースランドパーク)

— 4/9 —
障害飛越 (F)(成年の部)(8人)
山田 　武K ヒノデロッキー E (スタート前 45秒)

障害飛越 (E)(成年の部)(27人)
森本 　晃 4 ヒノデロッキー E (スタート前 45秒)

4/16 　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 1997 (6人)
氏家 真紀子4 ウエスタンコナーズ 529点 (着外)

馬場馬術競技第 2課目 1993 (3人, Open競技)
滝澤 知弘 2 ダンディライアン 263点

小障害飛越競技A (16人)
島田 雅博 4 センテニアルウィル −17.25 (着外, 2反抗+T減)

小障害飛越競技C (19人)
島田 雅博 4 センテニアルウィル −4 (着外, 1落下)

4/28～30 　第 2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)

— 4/28 —
みっきぃジャンプ 4 (80cm) (41人)
島田 雅博 4 センテニアルウィル −0.75 (着外, T減)

みっきぃジャンプ 5 (60cm) (25人)
氏家 真紀子4 ポルカドット −0 (着外)
南部 隆彦 3 紫明 −4 (着外, 1落下)

— 4/29 —
みっきぃジャンプ 6 (90cm) (55人)
島田 雅博 4 センテニアルウィル −1.25 (着外, T減)

— 4/30 —
グリーンホースジャンピング (80cm) (42人)
森本 　晃 4 ヒノデロッキー −0 (着外)
氏家 真紀子4 ポルカドット −4.5 (着外, 1反抗+T減)

ステップアップジャンピング (100cm) (62人)
森本 　晃 4 ヒノデロッキー −4 (着外, 1落下)

5/3～5 　第 35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 1997 (21人)
氏家 真紀子4 ウエスタンコナーズ 585点 (着外)
関口 乙恵 4 アポイリージ 574点 (着外)
島田 雅博 4 ジャックアスヒル 533点 (着外)

Lクラス障害飛越競技B (68人)
(個人)
森本 　晃 4 ヒノデロッキー −4 (着外, 1落下)
新田 統昭 5 アーリーオータム E (落馬)
島田 雅博 4 センテニアルウィル E (3反抗)
中津川 洋平3 ブラウンパルサー E (3反抗)

(団体)
　　上位 3人馬の総減点 −111 (着外)
— 5/4 —
Lクラス障害飛越競技A (37人)
森本 　晃 4 ヒノデロッキー −14.5 (2反抗+T減)
新田 統昭 5 アーリーオータム −21 (2反抗 1落下+T減)
島田 雅博 4 センテニアルウィル E (3反抗)

団体総合得点
順位 大学名 得点計
1. 関西学院大学 68点
2. 京都産業大学 54点
3. 関西大学 53点
–. 京都大学 0点

　　　∗ 団体表彰は 3位まで

5/4～5 　第 32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 (13人)
磯野 友美 2 ダンディライアン 289点 (4位)
杉本 真理子2 ポルカドット 285点 (6位)
山崎 　梓 2 アポイリージ 278点 (着外)
滝澤 知弘 2 ダンディライアン 246点 (着外)

— 5/5 —
馬場馬術競技第 3課目 1993 Aブロック (14人)
関口 乙恵 4 アポイリージ 361点 (3位)
上野 まりこ4 ジャックアスヒル 357点 (4位)
氏家 真紀子4 ポルカドット 356点 (5位)
橋本 貴代美3 ダンディライアン 303点 (着外)

馬場馬術競技第 3課目 1993 Bブロック (14人)
氏家 真紀子4 ウエスタンコナーズ 358点 (着外)
福田 淳子 4 アーリーオータム 292点 (着外)

女子障害飛越競技 (31人)
上野 まりこ4 グローバルマインド −12 (着外, 3落下)
上野 まりこ4 インテグレート E (落馬)

団体総合得点
順位 大学名 得点計
1. 立命館大学 34点
2. 関西学院大学 30点
3. 大阪府立大学 20点
4. 京都大学 17点

　　　∗ 団体表彰は 3位まで



5/5 　第 31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 (41人)
中村 暢宏 2 ヒノデロッキー −0 (6位, J.O. −0)
田中 玲太郎2 ヒノデロッキー −0 (着外, J.O. −4; 1落下)
友野 裕充 2 ブラウンパルサー −0 (着外, J.O. E; 3反抗 )
岩本 真行 2 アーリーオータム −4.75 (着外, 1反抗+T減)
平野 太郎 2 アーリーオータム E (経路違反)
山口 弘悦 2 インテグレート 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 31点
2. 同志社大学 17点
3. 関西学院大学 15点
4. 京都大学 14点

　　　∗ 団体表彰は 3位まで

6/4 　京都府月例馬術大会 (立命館大学)

学生賞典馬場馬術課目 1997 (6人 (Open 2人))
関口 乙恵 4 アポイリージ 567点 (2位)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (4人)
南部 隆彦 3 紫明 333点 (1位)
山崎 　潤 3 アポイリージ 332点 (2位)

小障害飛越競技A (22人 (Open 1人))
新田 統昭 5 アーリーオータム −0 (2位, J.O. −0)
森本 　晃 4 ヒノデロッキー −4 (着外, 1落下)

小障害飛越競技B (16人)
中津川 洋平3 ブラウンパルサー −21.5 (着外, 2反抗 1落下+T減)

中障害飛越競技C (7人)
新田 統昭 5 アーリーオータム −12.5 (4位, 1反抗 1落下+T減)
森本 　晃 4 ヒノデロッキー E (3反抗)

7/1～2 　第 23回 京都府民総合体育大会馬術競技 (京都乗馬クラブ)

— 7/1 —
学生賞典馬場馬術課目 1997 (11人)
関口 乙恵 4 アポイリージ 553点 (着外)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (11人 (Open 1人))
山崎 　潤 3 アポイリージ 371.5点 (3位)
福田 淳子 4 アーリーオータム 348.5点 (着外)
南部 隆彦 3 紫明 334.0点 (着外)
橋本 貴代美3 ダンディライアン 319.5点 (着外)

総合馬場課目ツースター 1998 (6人)
新田 統昭 5 アーリーオータム 395点 (1位)
森本 　晃 4 ヒノデロッキー 371点 (3位)
島田 雅博 4 センテニアルウィル 344点 (着外)

馬場馬術競技第 2課目 1993 (3人, Open競技)
柳川 佳代 2 ダンディライアン 296点

— 7/2 —
二段階障害飛越競技 (90cm)(16人)
福田 淳子 4 アーリーオータム −0 (3位)
南部 隆彦 3 紫明 −4.5 (着外, 2段階目で 1反抗+T減)
氏家 真紀子4 ポルカドット (−4) (着外, 1段階目で 1落下)

小障害飛越競技A (18人)
森本 　晃 4 ヒノデロッキー E (3反抗)
島田 雅博 4 センテニアルウィル E (3反抗)

中障害飛越競技C (20人)
新田 統昭 5 アーリーオータム E (3反抗)
島田 雅博 4 センテニアルウィル E (3反抗)

8/4～5 　第 35回 関西学生馬場馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 8/4 —
学生賞典馬場馬術課目 1997 (20人)

個人成績
11. 関口 乙恵 4 アポイリージ 574点
15. 氏家 真紀子 4 ウエスタンコナーズ 540点

— 8/5 —
馬場馬術競技第 3課目 1993 (23人 (Open 1人))
山崎 　潤 3 アポイリージ 381点 (3位)
三上 耕太朗3 黒潮丸 348点 (着外)
氏家 真紀子4 ポルカドット 340点 (着外)
橋本 貴代美3 ダンディライアン 281点 (着外)

8/4～6 　第 35回 関西学生障害馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 8/4 —
フレンドシップ (Open競技, 60秒間自由走行)(45人)
新田 統昭 5 アーリーオータム (6飛越中で 3落下)
島田 雅博 4 センテニアルウィル (4飛越後に 1反抗)

— 8/5 —
標準中障害飛越競技・第一走行 (54人)
島田 雅博 4 ハナジロー −0
新田 統昭 5 アーリーオータム −8 (2落下)
上野 まりこ4 グローバルマインド −68 (3反抗)
森本 　晃 4 ヒノデロッキー −68 (3反抗)

— 8/6 —
標準中障害飛越競技・第二走行 (50人)
島田 雅博 4 ハナジロー −0 (J.O.−4; 1落下)
新田 統昭 5 アーリーオータム −24 (6落下)
上野 まりこ4 グローバルマインド −44.5 (2反抗 4落下 1落馬+T減)
森本 　晃 4 ヒノデロッキー −64.5 (3反抗)

個人成績 (＊印は全日本学生の権利獲得)
2. 島田 雅博 4 ハナジロー −0 ＊
25. 新田 統昭 5 アーリーオータム −32
43. 上野 まりこ 4 グローバルマインド −112.5
−. 森本 　晃 4 ヒノデロッキー −132.5

団体成績
順位 大学名 第一走行 第二走行 減点計
1. 関西学院大学 4 19 23
2. 京都産業大学 8.25 28 36.25
3. 甲南大学 26 28 54
7. 京都大学 76 68.5 144.5

　　　∗ 団体表彰は 3位まで

9/1～2 　第 25回 関西学生女子複合馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 9/1 —
馬場馬術競技・馬場馬術競技第 3課目 1993 (22人)
福田 淳子 4 アーリーオータム −109
氏家 真紀子4 ポルカドット −113
上野 まりこ4 インテグレート −115
上野 まりこ4 グローバルマインド −138

— 9/2 —
障害飛越競技 (22人)
上野 まりこ4 グローバルマインド −5 (1落下)
氏家 真紀子4 ポルカドット −16 (1反抗 1落下+T減)
福田 淳子 4 アーリーオータム E (経路違反)
上野 まりこ4 インテグレート E (3反抗)

個人成績
10. 氏家 真紀子 4 ポルカドット −129
12. 上野 まりこ 4 グローバルマインド −143

団体成績
順位 大学名 減点計
1. 京都産業大学 194
2. 関西学院大学 227
3. 関西大学 237
4. 京都大学 272

　　　∗ 団体表彰は 3位まで

9/2～3 　第 43回 関西学生総合馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 9/2 —
調教審査・総合馬場課目ツースター 1998 (22人 (Open 3人))
新田 統昭 5 アーリーオータム −108
森本 　晃 4 ヒノデロッキー −112
島田 雅博 4 センテニアルウィル −116 (Open)

余力審査 (22人 (Open 3人))
新田 統昭 5 アーリーオータム −0
森本 　晃 4 ヒノデロッキー −5 (1落下)

— 9/3 —
耐久審査 (18人)
森本 　晃 4 ヒノデロッキー E (2落馬)
新田 統昭 5 アーリーオータム E (3反抗)

10/1 　京都府スポーツデー記念馬術大会 (京都乗馬クラブ)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (12人)
山崎 　潤 3 アポイリージ 376点 (1位)

馬場馬術競技第 2課目 1993 (18人 (Open 1人))
東保 しょう子1 ポルカドット 349点 (1位)
石井 章夫 1 アーリーオータム 309点 (着外)
藤原 武弘 1 ダンディライアン 307点 (着外)
佐野 良夫 1 ダンディライアン 291点 (着外)
西端 大輔 1 黒潮丸 283点 (着外)
延賀 海輝 1 アポイリージ 244点 (着外)

10/9～10 　第 38回 関西学生馬術選手権大会 (京都産業大学)

— 10/9 —
予選 ·部班 (26人)
新田 統昭 5 凌輝 神戸大 1位/4人中
森本 　晃 4 月茜 関学大 2位/3人中
南部 隆彦 3 バートランカスター 同志社大 2位/4人中
中津川 洋平3 紫明 京都大 3位/4人中
島田 雅博 4 マイア 京産大 4位/4人中
　　　∗ 新田、森本、南部は準々決勝に進出
準々決勝 ·学生選手権馬場 2000 (16人)
新田 統昭 5 フォルナックス 京産大 3位/4人中
森本 　晃 4 千山 関西大 3位/4人中
南部 隆彦 3 月駒 関学大 3位/4人中
　　　∗ 準決勝進出者なし

10/9～10 　第 36回 関西学生馬術女子選手権大会 (京都産業大学)

— 10/9 —
準決勝 ·学生選手権馬場 2000 (8人)
上野 まりこ4 アーリーオータム 京都大 −105
　　　∗ 上野は前年度の同大会で 4位入賞しているため、シード選手として予選は免除
— 10/10 —
準決勝 ·障害飛越 (8人)
上野 まりこ4 秀浪 大阪府大 −15 (2反抗+T減)
　　　∗ 上野は準決勝の 2鞍の減点合計でブロック内 4位となり、決勝進出ならず

11/1～2 　第 50回 全日本学生賞典障害飛越競技大会 (馬事公苑)

— 11/1 —
学生賞典障害飛越競技・第一走行 (97人)
島田 雅博 4 ハナジロー E (3反抗)
　　　∗ 個人参加のため第二走行の出場権利得られず

12/3 　東大戦 (東京大学)

第1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. 新田 統昭 京都大5 東魁 16.75 79”60 0
2. 来嶋 秀治 東京大4 東桜 0 51”23 1
3. 島田 雅博 京都大4 東鴎 E — 0
4. 真野 裕介 東京大4 東魁 3 59”41 1
5. 森本 　晃 京都大4 東桜 3 56”13 0
6. 黒澤 和也 東京大4 東鴎 3.25 65”47 1

第2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. 黒澤 和也 東京大4 東楓 370点 1
2. 森本 　晃 京都大4 東麗 381点 0
3. 来嶋 秀治 東京大4 東舜 370点 1
4. 新田 統昭 京都大5 東楓 368点 0
5. 真野 裕介 東京大4 東麗 391点 1
6. 上野 まりこ 京都大4 東舜 333点 0

団体優勝 東京大学 (勝点 6点)
団体準優勝 京都大学 (勝点 0点)
優秀選手 黒澤 和也 (東京大)

12/10 　京都府忘年月例馬術大会 (京都産業大学)

学生賞典馬場馬術課目 1997 (5人)
山崎 　潤 3 アポイリージ 621点 (1位)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (15人)
山崎 　梓 2 アポイリージ 337点 (着外)
杉本 真理子2 ダンディライアン 254点 (着外)

馬場馬術競技第 2課目 1993 (10人)
川久保 愛太1 ダンディライアン 331点 (3位)
宮 　弘幸 1 アポイリージ 302点 (着外)
中村 暢宏 2 センペル 293点 (着外)
佐藤 洋平 1 ダンディライアン 290点 (着外)
玉井 啓介 1 アーリーオータム 285点 (着外)

低障害飛越競技 (17人)
橋本 貴代美3 ポルカドット −4.75 (1反抗+T減)


