
1/19～20 　岡大戦 (京都大学)

— 1/19 —
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. 杉本 真理子 京都大 2 アポイリージ 388点 1
2. 田村 　渉 岡山大 2 ポルカドット 347点 1
3. 溝口 順子 京都大 2 アーリーオータム E 0
4. 石塚 　聡 岡山大 2 ダンディライアン 351点 1
5. 湯本 芳子 岡山大 2 アポイリージ 313点 0
6. 磯野 友美 京都大 2 ポルカドット 319点 0
7. 石塚 　聡 岡山大 2 アーリーオータム 339点 1
8. 山崎 　梓 京都大 2 ダンディライアン 339点 0

— 1/20 —
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. 中村 暢宏 京都大 2 紫明 0 70”84 0
2. 石塚 　聡 岡山大 2 ポルカドット 0 62”98 1
3. 山口 弘悦 京都大 2 アーリーオータム 0 61”53 0
4. 田村 　渉 岡山大 2 ヒノデロッキー 0 69”30 1
5. 石塚 　聡 岡山大 2 紫明 0 68”75 1
6. 友野 裕充 京都大 2 ポルカドット 4 80”04 0
7. 田村 　渉 岡山大 2 アーリーオータム 0 58”91 1
8. 平野 太郎 京都大 2 ヒノデロッキー 0 70”13 0

団体優勝 岡山大学 (勝点 7点)
団体準優勝 京都大学 (勝点 1点)
最優秀選手 石塚 　聡 (岡山大)

2/12 　平成 12年度 関西学生馬術連盟定例総会 (サンケイホール)

＜平成 12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 82点 4. 立命館大学 30点
2. 京都産業大学 61点 5. 大阪府立大学 22点
3. 関西大学 38点 6. 京都大学 17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 28点
2. 立命館大学 13点
3. 京都大学 5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
特別賞
　該当者なし
功労賞
　該当者なし
功労馬
　ジャックアスヒル

2/24～25 　第 40回 淀馬術競技大会 (JRA京都)

— 2/24 —
馬場馬術競技第 2課目 1993 (14人)
滝澤 知弘 2 ポルカドット 334点 (2位)
中村 暢宏 2 センペル 319点 (3位)
東保 しょう子1 ダンディライアン 278点 (着外)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (13人)
三上 耕太朗3 アーリーオータム 306点 (着外)
橋本 貴代美3 ポルカドット 272点 (着外)
杉本 真理子2 ダンディライアン 261点 (着外)

— 2/25 —
ジュニアカップ競技 (23人)
南部 隆彦 3 紫明 −7 (着外, T減)

小障害飛越競技C (25人)
三上 耕太朗3 アーリーオータム −4 (着外, 1落下)
橋本 貴代美3 ポルカドット −6 (着外, 1落下+T減)

低障害飛越競技 (24人)
中村 暢宏 2 センペル −0 (着外)
百田 牧人C センペル −0 (着外)

3/6 　第 12回 関西学生馬術王座決定戦 (大阪府立大学)

＜予選＞
予選 IIブロック 　京都大学 対 神戸大学

No. 選手名 所属 馬匹名 馬匹所属 減点 タイム 内容
1. 南部 隆彦 京都大 3 紫明 京都大 10 73”04 1反抗 1落下+T減
2. 谷口 智彦 神戸大 2 凌蛍 神戸大 21 88”40 1反抗+T減
3. 長谷川 正雄 神戸大 2 紫明 京都大 124 144”00 落馬
4. 中津川 洋平 京都大 3 凌蛍 神戸大 4 70”63 1落下

総減点 京都大学 14, 神戸大学 145 で京都大学が決勝戦リーグ進出

＜決勝リーグ＞
第 1試合 　京都大学 対 関西学院大学

No. 選手名 所属 馬匹名 馬匹所属 減点 タイム 内容
1. 南部 隆彦 京都大 3 ポルカドット 京都大 26 78”09 1反抗 3落下+T減
2. 下山 こずえ 関学大 3 月笛 関学大 4 56”91 1落下
3. 谷野 雅憲 関学大 2 ポルカドット 京都大 235 138”00 3反抗
4. 中津川 洋平 京都大 3 月笛 関学大 0 66”29

総減点 京都大学 26, 関西学院大学 239 で京都大学の勝利

第 2試合 　関西学院大学 対 京都産業大学
No. 選手名 所属 馬匹名 馬匹所属 減点 タイム 内容
1. 谷野 雅憲 関学大 2 月皚 関学大 4 48”56 1落下
2. 吉田 　敏 京産大 3 フォマルハウト 京産大 4 55”29 1落下
3. 平岡 伊万里 京産大 3 月皚 関学大 4 51”43 1落下
4. 下山 こずえ 関学大 3 フォマルハウト 京産大 4 49”25 1落下

総減点 関西学院大学 8 (97”81), 京都産業大学 8 (106”72) で京都産業大学の勝利

第 3試合 　京都産業大学 対 京都大学
No. 選手名 所属 馬匹名 馬匹所属 減点 タイム 内容
1. 河村 　憲 京産大 3 ランディングムーン 京産大 0 51”66
2. 中津川 洋平 京都大 3 アーリーオータム 京都大 347 138”00 落馬
3. 南部 隆彦 京都大 3 ランディングムーン 京産大 8 56”18 2落下
4. 吉田 　敏 京産大 3 アーリーオータム 京都大 8 67”40 1反抗 1落下

総減点 京都産業大学 8, 京都大学 355 で京都産業大学の勝利

順位 大学名 勝敗数等
1. 京産大 1勝 1敗, 対馬勝ち数 2, 総減点 16
2. 関学大 1勝 1敗, 対馬勝ち数 2, 総減点 247
3. 京都大 1勝 1敗, 対馬勝ち数 2, 総減点 381

3/11, 18 　第 5回 関西学生馬術プリンセス大会

[準々決勝: 京都大学 対 関西大学]
— 3/11 — (京都大学)
小障害飛越競技

No. 選手名 所属 馬匹名 減点 タイム 内容
1. 橋本 貴代美 京都大 3 ポルカドット 181 122”00 経路違反
2. 杉本 真理子 京都大 2 アーリーオータム 179 122”00 危険中止
3. 三好 祐美子 関西大 3 ポルカドット 11 75”32 1反抗+T減
4. 高田 理恵 関西大 3 アーリーオータム 19 71”19 T減

— 3/18 — (関西大学)
京都大学が棄権し、関西大学の勝ち

3/20 　京都 4大学新人戦馬術大会 (京都産業大学)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (6人)
杉本 真理子 2 ダンディライアン 326点 (2位)
山崎 　梓 2 アポイリージ 318点 (3位)

3/20 　宮野部長、坪田技術顧問古希記念馬術大会 [第 1回 京都産業大学馬術大会] (京都産業大学)

Aクラス障害飛越競技 (31人)
中津川 洋平 3 センテニアルウィル 109点 (着外, 障害減点 −0)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (10人)
橋本 貴代美 3 ポルカドット 319点 (着外)

部班競技B (3チーム)
京都大学馬術部チーム (号令者: 山田 　武K)
山崎 　潤 3 アポイリージ
中津川 洋平 3 センテニアルウィル
杉本 真理子 2 ダンディライアン
橋本 貴代美 3 ポルカドット
三上 耕太朗 3 アーリーオータム

4679.25点 (1位)

4/8 　第 40回 国立七大学総合体育大会 (東京大学)

第 1競技 障害飛越競技
選手名 馬匹名 減点 タイム 勝点
中津川 洋平4 東煌 (東京農工大) 11 71”99 1
南部 隆彦 4 オンリーウィッシュ 5.5 45”09 4
山崎 　潤 4 東鴎 6 61”82 4

第 2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
南部 隆彦 4 オンリーウィッシュ 361点 4
山崎 　潤 4 東楓 360点 4
中津川 洋平4 東舜 344点 2.5

団体優勝 京都大学 　(勝点 25.5(=19.5+6))
団体準優勝 東京大学 　(勝点 23.0(=18.0+5))
団体第 3位 北海道大学 (勝点 20.5(=16.5+4))

最優秀選手 南部 隆彦 　(京都大)
優秀選手 山崎 　潤 　(京都大)

林 　 　徹 　(東京大)

5/26～28 　第 36回 全関西学生馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 5/26 —
学生賞典馬場馬術課目 1997 (14人)
山崎 　潤 4 アポイリージ 640点 (2位)
南部 隆彦 4 ウエスタンコナーズ 611点 (5位)

新馬障害飛越競技 (5人)
南部 隆彦 4 紫明 −0 (3位, J.O.47”98)

Lクラス障害飛越競技B (61人)
(個人)
南部 隆彦 4 紫明 −0 (着外)
南部 隆彦 4 ヒノデロッキー E (3反抗)
中津川 洋平4 センテニアルウィル E (3反抗)

— 5/27 —
Lクラス障害飛越競技A (36人)
南部 隆彦 4 紫明 −20 (着外, 1反抗 2落下+T減)
南部 隆彦 4 ヒノデロッキー E (3反抗)

Lクラス複合馬術競技 (13人)
南部 隆彦 4 紫明 −100 (着外, 障害 28+馬場 72)

団体総合得点
順位 大学名 得点計
1. 関西学院大学 85点
2. 同志社大学 50点
3. 京都産業大学 34点
5. 京都大学 16点

　　　∗ 団体表彰は 3位まで

5/27～28 　第 33回 関西学生女子自馬大会 (三木ホースランドパーク)

— 5/27 —
女子馬場馬術競技B (第 2課目 1993) (21人)
滝澤 知弘 3 ウエスタンコナーズ 343点 (3位)
溝口 順子 3 ポルカドット 327点 (5位)
東保 しょう子2 アポイリージ 315点 (9位)
磯野 友美 3 ダンディライアン 271点 (着外)

— 5/28 —
女子馬場馬術競技A (第 3課目 1993) (21人)
橋本 貴代美 4 ポルカドット 357点 (着外)
山崎 　梓 3 アポイリージ 355点 (着外)
杉本 真理子 3 ダンディライアン 316点 (着外)

女子障害飛越競技 (29人)
橋本 貴代美 4 ポルカドット −38 (着外, 2反抗 2落下+T減)

団体総合得点
順位 大学名 得点計
1. 甲南大学 26点
2. 京都産業大学 18点
3. 関西学院大学 14点
5. 京都大学 8点

　　　∗ 団体表彰は 3位まで

5/28 　第 32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 (46人)
宮 　弘幸 2 紫明 −55 (着外, 2反抗+T減)
川久保 愛太2 紫明 −64 (着外, 2反抗 3落下+T減)
西端 大輔 2 ポルカドット E (3反抗)
佐藤 洋平 2 ヒノデロッキー E (障害間 1分)
佐野 良夫 2 ヒノデロッキー E (3反抗)
石井 章夫 2 ポルカドット E (落馬)

団体総合得点
順位 大学名 得点計
1. 京都産業大学 38点
2. 大阪府立大学 20点
3. 同志社大学 13.5点
– 京都大学 0点

　　　∗ 団体表彰は 3位まで



7/7～8 　第 24回 京都府民総合体育大会馬術競技 (京都乗馬クラブ)

— 7/7 —
馬場馬術競技第 2課目 1993 (2人, Open競技)
友野 裕充 3 フセノオー 323点 (得点 1位)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (5人)
友野 裕充 3 フセノオー 360点 (2位)

— 7/8 —
低障害飛越競技 (7人)
山口 弘悦 3 アムリタム −39 (着外, 2反抗+T減)

小障害飛越競技C (8人)
山口 弘悦 3 アムリタム −12 (着外, 3落下)

7/20 　第 36回 関西学生馬場馬術大会 (三木ホースランドパーク)

学生賞典馬場馬術課目 1997 (17人 (Open 1人))

個人成績
6. 山崎 　潤 4 アポイリージ 621点
12. 南部 隆彦 4 ウエスタンコナーズ 597点
16. 三上 耕太朗 4 アーリーオータム 475点

団体成績
順位 大学名 総得点
1. 立命館大学 1864点
2. 京都大学 1693点
3. 該当なし

馬場馬術競技第 3課目 1993 (19人)
平野 太郎 3 ウエスタンコナーズ 345点 (着外)
溝口 順子 3 ポルカドット 329点 (着外)
山崎 　梓 3 アポイリージ 317点 (着外)
橋本 貴代美4 ポルカドット 310点 (着外)

7/20, 22 　第 36回 関西学生障害馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 7/22 —
標準中障害飛越競技・第一走行 (40人)
三上 耕太朗4 アーリーオータム −4 (1落下)
南部 隆彦 4 紫明 −8 (2落下)
中津川 洋平4 ハナジロー −10 (1反抗 1落下+T減)
南部 隆彦 4 ヒノデロッキー −84 (3反抗)
山崎 　潤 4 グローバルマインド −84 (3反抗)

標準中障害飛越競技・第二走行 (35人)
中津川 洋平4 ハナジロー −24 (1反抗 5落下)
南部 隆彦 4 紫明 −28 (7落下)
三上 耕太朗4 アーリーオータム −79 (3反抗)
南部 隆彦 4 ヒノデロッキー −79 (3反抗)
山崎 　潤 4 グローバルマインド −79 (3反抗)

個人成績 (＊印は全日本学生の権利獲得)
11. 中津川 洋平 4 ハナジロー −34 ＊
14. 南部 隆彦 4 紫明 −36 ＊
23. 三上 耕太朗 4 アーリーオータム −83
–. 南部 隆彦 4 ヒノデロッキー −163
–. 山崎 　潤 4 グローバルマインド −163

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 4 20 24
2. 京都産業大学 28 56 84
3. 大阪府立大学 16 102 118
5. 京都大学 22 131 153

　　　∗ 団体表彰は 3位まで

7/28～29 　第 48回 びわ湖馬術競技大会 (大津市大谷乗馬場)

— 7/28 —
馬場馬術競技第 2課目 1993 (19人 (Open 4人))
中村 暢之 3 センペル 336点 (2位)
岩本 真行 3 エミュー 326点 (着外)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (16人)
友野 裕充 3 フセノオー 349点 (着外)

— 7/29 —
低障害飛越競技 (13人)
三上 耕太朗4 京葵 −0 (3位)

8/11～12 　第 44回 関西学生総合馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 8/11 —
調教審査・総合馬場課目ツースター 1998 (18人 (Open 1人))
南部 隆彦 4 ヒノデロッキー −119
中津川 洋平4 センテニアルウィル −126 (Open)

余力審査 (17人)
南部 隆彦 4 ヒノデロッキー E (3反抗)

— 8/12 —
耐久審査 (16人 (Open 2人))
南部 隆彦 4 ヒノデロッキー R (Open, 拒止落馬後棄権)

9/24～25 　第 26回 関西学生女子複合馬術大会 (大阪乗馬協会)

— 9/24 —
馬場馬術競技・馬場馬術競技第 3課目 1993 (23人)
橋本 貴代美4 ポルカドット −68

— 9/25 —
障害飛越競技 (22人)
橋本 貴代美4 ポルカドット E (3反抗)

9/24～25 　第 39回 関西学生馬術選手権大会 (大阪乗馬協会)

— 9/24 —
予選 ·部班 (30人)
中津川 洋平4 月若葉 関学大 1位/3人中
南部 隆彦 4 ハスラー 同志社大 1位/4人中
三上 耕太朗4 千風 関西大 1位/4人中
山崎 　潤 4 月若葉 関学大 2位/3人中
　　　∗ 中津川、南部、三上は準々決勝に進出
準々決勝 ·学生選手権馬場課目 2000 (16人)
南部 隆彦 4 月碧 関学大 1位/4人中
三上 耕太朗4 月碧 関学大 2位/4人中
中津川 洋平4 秀浪 大阪府大 4位/4人中
　　　∗ 南部、三上は準決勝に進出
準決勝 ·学生選手権馬場決勝課目 2001 (8人)
南部 隆彦 4 桜舞 立命館大 −140
三上 耕太朗4 静浪 大阪府大 −150

— 9/25 —
準決勝 ·障害飛越 (8人)
南部 隆彦 4 シーザー I 同志社大 −17 (3落下+早着T減)
三上 耕太朗4 流 立命館大 −500 (3反抗)
　　　∗ 南部は準決勝 2鞍の総減点でブロック内 2位となり、決勝進出
　　　　三上は準決勝 2鞍の総減点でブロック内 4位となり、順位決定戦進出
順位決定戦 ·障害飛越 (4人)
三上 耕太朗4 ハスラー 同志社大 −500 (−239 (†)) (3反抗)
　　　∗ 4人とも 3反抗失権だったため貸与馬規定で決定 (†)
　　　　三上は順位決定戦でブロック内 3位となり、入賞を逃す
決勝 ·障害飛越 (4人)
南部 隆彦 4 フォマルハウト 京産大 −21 (4落下+早着T減)
南部 隆彦 4 夕浪 大阪府大 −54 (1反抗 6落下+T減)
　　　∗ 南部は決勝 2鞍の総減点で 4位入賞し、第 73回 全日本学生馬術選手権大会、
　　　　第 22回 学生馬術東西対抗競技会の出場権利を獲得

9/24～25 　第 37回 関西学生馬術女子選手権大会 (大阪乗馬協会)

— 9/24 —
予選 ·部班 (12人)
杉本 真理子3 月椿 関学大 1位/3人中
　　　∗ 杉本は準決勝に進出
準決勝 ·学生選手権馬場課目 2000 (8人)
杉本 真理子3 モンゴル 立命館大 −101

— 9/25 —
準決勝 ·障害飛越 (8人)
杉本 真理子3 マイア 京産大 −500 (3反抗)
　　　∗ 杉本は準決勝 2鞍の総減点でブロック内 4位となり、順位決定戦進出
順位決定戦 ·障害飛越 (3人)
杉本 真理子3 千山 関西大 −500 (−329 (†)) (3反抗)
　　　∗ 3人とも 3反抗失権だったため貸与馬規定で決定 (†)
　　　　杉本は順位決定戦でブロック内 2位となり、6位入賞

10/8 　京都府スポーツデー記念馬術大会 (高宮ライディングパーク)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (12人)
石井 章夫 2 ダンディライアン 344点 (4位)
岩本 真行 3 アポイリージ 281点 (着外)

馬場馬術競技第 2課目 1993 (20人)
小谷 　彬 1 ダンディライアン 302点 (着外)
工藤 竜之進 1 アポイリージ 292点 (着外)
谷ノ内 勇樹 1 赤兎 291点 (着外)
川口 哲平 1 ダンディライアン 286点 (着外)
小笠原 　健 1 赤兎 283点 (着外)
林 　 　匠 1 ヒノデロッキー 282点 (着外)
野中 康宏 1 センペル 279点 (着外)

小障害飛越競技C (21人)
山口 弘悦 3 アムリタム −0 (5位)

小障害飛越競技B (14人)
山口 弘悦 3 アムリタム −0 (1位)

10/31～11/1 　第 51回 全日本学生賞典障害飛越競技大会 (馬事公苑)

— 10/31 —
学生賞典障害飛越競技・第一走行 (94人)
中津川 洋平4 ハナジロー E (落馬)
南部 隆彦 4 紫明 E (3反抗)
　　　∗ 個人参加のため第二走行の出場権利得られず

11/2～3 　第 44回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会 (馬事公苑)

— 11/2 —
学生賞典馬場馬術競技 (40人)

個人成績
34. 山崎 　潤 4 アポイリージ 932点 (49.1%)
　　　∗ 山崎は予選終了時は補欠であったが、棄権が出たため繰り上げで出場

12/2 　第 22回 学生馬術東西対抗競技会 (馬事公苑)

障害飛越競技
南部 隆彦 4 蒼風 東農工大 E (3反抗)
　　　∗ 南部は対馬負け、喰い数で関西学生は勝ち (全体で 4勝 3敗 1分)

12/9 　荒木雄豪技術顧問喜寿記念 第 2回 京都産業大学馬術大会 (京都産業大学)

Aクラス障害飛越競技 (29人)
滝澤 知弘 3 ポルカドット −20 (着外, 1反抗+T減)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (?人)
岩本 真行 3 アポイリージ 365点 (5位)
石井 章夫 2 ダンディライアン 312点 (着外)
佐野 良夫 2 赤兎 310点 (着外)

部班競技A (4チーム)
京都大学馬術部チーム (号令者: 森本 　晃C)
杉本 真理子 3 センテニアルウィル
中村 暢宏 3 京葵
平野 太郎 3 紫明
佐野 良夫 2 赤兎
東保 しょう子2 アポイリージ

2518.45点 (1位)
部班競技B (2チーム)
京都大学馬術部チーム (号令者: 森本 　晃C)
岩本 真行 3 アポイリージ
杉本 真理子 3 センテニアルウィル
中村 暢宏 3 京葵
平野 太郎 3 紫明
佐野 良夫 2 赤兎

2404.45点 (2位)

12/9 　京都府忘年月例馬術大会 (京都産業大学)

低障害飛越競技 (17人)
佐藤 洋平 2 ポルカドット −4 (着外, 1落下)

馬場馬術競技第 2課目 1993 (10人)
薮田 直治 1 センペル 254点 (3位)
真方 文絵 1 ダンディライアン 248点 (4位)
窪田 奈歩 1 ダンディライアン 240点 (着外)
杉本 芙美枝1 ダンディライアン 204点 (着外)

12/15～16 　第 73回 全日本学生馬術選手権大会 (馬事公苑)

— 12/15 —
1回戦 ·学生選手権馬場課目 2000 (32人)
南部 隆彦 4 アンナツイスト 東農工大 1位/4人中

2回戦 ·学生選手権馬場課目 2000 (16人)
南部 隆彦 4 モンテ・カルロ 法政大 3位/4人中
　　　∗ 準決勝戦進出ならず


