
2/11 　平成 14年度 関西学生馬術連盟定例総会 (サンケイホール)

＜平成 14年度 関西学生馬術連盟年間表彰＞
関西優秀団体
　表彰順位以下
関西三大大会優秀団体
　表彰順位以下
関西優秀選手
順位 選手名 大学名 得点計
1. 谷野 雅憲 関西学院大 108点
2. 藤山 篤志 同志社大 48点
3. 岩本 隆行 関西学院大 46点
4. 菅野 直樹 京都産業大 41点
5. 藤野 裕道 同志社大 25点
6. 岩本 真行 　　京都大 22点
6. 山守 慎二 関西大 22点

関西優秀女子選手
順位 選手名 大学名 得点計
1. 牧内 　恵 京都産業大 51点
2. 水谷 寛子 関西学院大 36点
3. 東保 しょう子 京都大 18点

関西優秀馬匹
　表彰馬匹なし
特別賞
　該当者なし
功労賞
山崎 　梓 　平成 14年度総務委員、会計委員

功労馬
　ハナジロー

2/15～16 　岡大戦 (岡山大学)

団体優勝 京都大学
団体準優勝 岡山大学
優秀障害選手 野中 康宏 (京都大)
優秀馬場選手 薮田 直治 (京都大)

3/1～2 　第 41回 淀馬術競技大会 (JRA京都)

— 3/1 —
馬場馬術競技第 2課目 1993 (13人)
佐野 良夫 3 　アムリタム 357点 (1位)
酒井 恵利子2 フセノオー 312点 (着外)
飯田 真理恵2 赤兎 307点 (着外)
川久保 愛太3 ダイオウ 305点 (着外)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (16人)
西端 大輔 3 　フセノオー 351点 (3位)
小谷 　彬 2 赤兎 280点 (着外)
佐藤 洋平 3 ラガー E (反抗 20秒)

二段階障害飛越競技 (90cm)(32人)
野中 康宏 2 ラプタス −4 (着外, 1落下)
佐野 良夫 3 アムリタム −47 (着外, 2反抗 1落下+T減)
川久保 愛太3 紫明 (−4) (着外, 1段階目で終了,T減)
石井 章夫 3 京葵 (−8) (着外, 1段階目で終了, 1落下+T減)
佐藤 洋平 3 ラガー E (1段階目で 3反抗)
　　　∗ 2段階目は基準表A
ターフカップ競技 (100cm)(25人)
野中 康宏 2 ラプタス −8 (着外, 2落下)
佐野 良夫 3 アムリタム −8 (着外, 2落下)

— 3/2 —
ジュニアカップ競技 (80cm)(32人)
野中 康宏 2 ラプタス −8 (着外, 2落下)

低障害飛越競技 (30人)
中尾 　元 1 　紫明 −0 (3位)
太田 浩史 1 　京葵 −0 (5位)
杉本 芙美枝2 京葵 −4 (着外, T減)
金重 遼平 3 ダイオウ −4 (着外, T減)
内田 充洋 1 ラプタス E (落馬)

3/19 　第 19回 京大スポーツ大賞表彰式 (京大会館)

第 19回 京大スポーツ大賞 最優秀賞: 馬術部
　　 　　受賞理由: 国立七大学総合体育大会 馬術競技における 7連覇

3/21 　京都 4大学新人戦 兼 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 (23人、新人戦 14人)
佐野 良夫 3 センテニアルウィル 369点 (着外)
西端 大輔 3 フセノオー 347点 (着外)
川久保 愛太3 ダイオウ 315点 (着外)
工藤 竜之進2 ジェブロスター 308点 (着外、新人戦着外)
真方 文絵 2 ポルカドット 241点 (着外、新人戦着外)

ヤングライダー馬場馬術課目 2002 (7人)
西端 大輔 3 アポイリージ 472点 (着外)

馬場馬術競技第 2課目 1993 (15人)
友野 鮎子 1 ポルカドット 326点 (3位)
勢良 幸乃 1 ポルカドット 309点 (着外)
工藤 竜之進2 ジェブロスター 308点 (着外)

80cm障害飛越競技 (40人)
西端 大輔 3 フセノオー −5 (着外, T減)

低障害飛越競技 (12人)
川久保 愛太3 ダイオウ −4 (着外, T減)
佐野 良夫 3 センテニアルウィル −16 (着外, T減)

4/5～6 　第 42回 国立七大学総合体育大会 (名古屋大学)

— 4/5 —
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
佐野 良夫 4 テスタロスタ 365点 3
川久保 愛太4 ピッツァ 369点 2
石井 章夫 4 ルージュコンタクト 354点 2

— 4/6 —
第 2競技 障害飛越競技
選手名 馬匹名 減点 タイム 勝点
佐野 良夫 4 ゴールドフィンチ 7 54”67 2
金重 遼平 4 ヴェルジーネ 4 36”22 2
川久保 愛太4 エスペランサ 4 38”70 1

団体優勝 名古屋大学 (勝点 16)
団体準優勝 北海道大学 (勝点 14)
団体第 3位 東京大学 　(勝点 12)

最優秀選手 八木 智彦 　(名古屋大)
優秀選手 木村 滋之 　(北海道大)

石井 麻由子 (東京大)
　　　∗ 京都大学は 4位

4/13 　京都府月例馬術大会 (高宮ライディングパーク)

総合馬場課目ツースター 2002(A) (8人)
佐野 良夫 4 センテニアルウィル 416点 (1位)
佐野 良夫 4 　アムリタム 404点 (3位)
西端 大輔 4 フセノオー 393点 (着外)
佐藤 洋平 4 ラガー 370点 (着外)
川久保 愛太 4 ダイオウ 362点 (着外)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (13人)
佐野 良夫 4 センテニアルウィル 368点 (1位)
川久保 愛太 4 紫明 333点 (着外)
東保 しょう子4 ヒノデロッキー 298点 (着外)
川口 哲平 3 センテニアルウィル 288点 (着外)

ヤングライダー馬場馬術課目 2002 (6人)
西端 大輔 4 アポイリージ 481点 (着外)
佐野 良夫 4 センテニアルウィル 479点 (着外)

L級B障害飛越競技 (16人, J.O. 9人)
川久保 愛太 4 紫明 −0 (着外, J.O. 51”69 (1落下))
百田 牧人K ラガー −0 (着外, J.O. 62”36 (1反抗 1落下))
東保 しょう子4 ヒノデロッキー −17 (着外, 2反抗+T減)
佐藤 洋平 4 ラガー E (3反抗)
佐野 良夫 4 アムリタム E (3反抗)
　　　∗ J.O.は基準表C

80cm障害飛越競技 (40人)
東保 しょう子4 ヒノデロッキー −0 (着外)
西端 大輔 4 フセノオー −0 (着外)
内田 充洋 2 アムリタム −4 (着外, 1落下)
本田 慎也 2 ヒノデロッキー −4 (着外, 1落下)
石井 章夫 4 グローバルマインド −5 (着外, T減)
佐野 良夫 4 アムリタム −8 (着外, 1反抗+T減)
佐藤 洋平 4 ラガー −15 (着外, 2反抗+T減)

90cmダービー競技 (6人)
佐藤 洋平 4 ラガー −4 (着外, 1反抗)

5/23～25 　第 38回 全関西学生馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 5/22 —
フレンドシップ障害飛越 (I) (39人)
東保 しょう子4 ヒノデロッキー (飛越 3+反抗 1)
石井 章夫 4 京葵 (飛越 3+反抗 3)
　　　＊ 75秒間の自由走行、70～100cmの障害

— 5/23 —
学生賞典馬場馬術競技 (ヤングライダー 2002)(12人)
西端 大輔 4 アポイリージ 555点 (4位)
佐野 良夫 4 センテニアルウィル 528点 (着外)

新馬障害飛越競技 (10人, J.O. 3人)
野中 康宏 3 ラプタス −0 (3位, J.O. −4 (1落下))

Lクラス障害飛越競技B (70人, 15チーム)
(個人)
川久保 愛太 4 紫明 −0 (着外)
石井 章夫 4 グローバルマインド −6 (着外, 1落下+T減)
野中 康宏 3 ラプタス −16 (着外, 4落下)
東保 しょう子4 ヒノデロッキー E (障害間45秒)

(団体)
京都大学チーム −22 (着外)
　　　＊ 紫明、グローバルマインド、ラプタス、ヒノデロッキーの 4頭チームでの
　　　　上位 3人馬の総減点による。

— 5/24 —
Lクラス障害飛越競技A (33人, J.O. 4人)
川久保 愛太 4 紫明 −0 (4位, J.O. 85”48 (2落下))
野中 康宏 3 ラプタス −12 (着外, 3落下)
東保 しょう子4 ヒノデロッキー E (障害間45秒)
　　　∗ J.O.は基準表C

Lクラス複合馬術競技 (10人)
川久保 愛太 4 紫明 −67 (1位)
野中 康宏 3 ラプタス −83 (6位)

団体総合得点
順位 大学名 得点計
1. 関西学院大学 65点
2. 同志社大学 55点
3. 関西大学 38点
4. 京都大学 23点

　　　∗ 団体表彰は 3位まで

5/24～25 　第 35回 関西学生女子自馬大会 (三木ホースランドパーク)

— 5/24 —
女子馬場馬術競技B (第 2課目 1993) (23人)
酒井 恵利子 2 アポイリージ 346点 (3位)
友野 鮎子 2 ポルカドット 322点 (10位)
勢良 幸乃 2 赤兎 308点 (着外)
飯田 真理恵 2 赤兎 E (反抗 20秒)

— 5/25 —
女子馬場馬術競技A (第 3課目 1993) (25人)
東保 しょう子4 アポイリージ 388点 (3位)
真方 文絵 3 ポルカドット 369点 (6位)
杉本 芙美枝 3 京葵 327点 (着外)
東保 しょう子4 センテニアルウィル 300点 (着外)

女子障害飛越競技 (27人)
東保 しょう子4 ヒノデロッキー E (障害間45秒)

団体総合得点
順位 大学名 得点計
1. 関西学院大学 28点
2. 京都産業大学 22点
3. 関西大学 18点
4. 京都大学 13点

　　　∗ 団体表彰は 3位まで

5/25 　第 34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 (48人)
金重 遼平 4 グローバルマインド −4 (着外, 1落下)
中尾 　元 2 紫明 −6 (着外, 1落下+T減)
太田 浩史 2 紫明 −9 (着外, 1反抗+T減)
内田 充洋 2 ヒノデロッキー E (3反抗)
本田 慎也 2 ヒノデロッキー E (障害間45秒)

団体総合得点
順位 大学名 得点計
1. 同志社大学 28点
2. 関西学院大学 28点
3. 京都産業大学 12点

　　　∗ 京都大は 3頭完走せず団体成績なし



6/22 　京都府月例馬術大会 (立命館大学)

ヤングライダー馬場馬術課目 2002 (6人)
西端 大輔 4 アポイリージ 527点 (着外)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (27人)
佐野 良夫 4 アムリタム 340点 (着外)
川久保 愛太4 ダイオウ 322点 (着外)
百田 牧人K ダイオウ 311点 (着外)
工藤 竜之進3 ジェブロスター 301点 (着外)

90cm障害飛越競技 (19人)
佐野 良夫 4 アムリタム −9 (着外, 1反抗+T減)

L級B障害飛越競技 (23人)
川久保 愛太4 紫明 −0 (着外)
佐野 良夫 4 アムリタム −0 (着外)
百田 牧人K ラプタス −4 (着外, 1落下)
野中 康宏 3 ラプタス −4 (着外, 1落下)

低障害飛越競技 (10人)
川久保 愛太4 ダイオウ −0 (1位)
工藤 竜之進3 ジェブロスター −2 (着外, T減)

7/5～6 　第 26回 京都府民総合体育大会馬術競技 (京都乗馬クラブ)

— 7/5 —
総合馬場馬術課目ツースター 2002(B) (7人)
佐野 良夫 4 センテニアルウィル 398点 (3位)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (14人)
佐野 良夫 4 センテニアルウィル 362点 (着外)
川口 哲平 3 センテニアルウィル 321点 (着外)
小谷 　彬 3 赤兎 310点 (着外)
薮田 直治 3 ダンディライアン E (拍車未装着)

ヤングライダー馬場馬術課目 2002 (11人 (Open 1人))
佐野 良夫 4 センテニアルウィル 514点 (着外)
東保 しょう子4 ヒノデロッキー 430点 (着外)

馬場馬術競技第 2課目 1993 (1人, Open競技)
谷ノ内 勇樹3 アンチェインド 284点

総合馬場馬術課目ツースター 2002(A) (2人, Open競技)
東保 しょう子4 ヒノデロッキー 400点 (成績 2番目)

— 7/6 —
80cm障害飛越競技 (17人)
川口 哲平 3 センテニアルウィル −2 (着外, T減)
佐野 良夫 4 センテニアルウィル −12 (着外, 1反抗+T減)

7/20～21 　第 38回 関西学生馬場馬術大会 (大阪乗馬協会)

— 7/20 —
学生賞典馬場馬術競技 (ヤングライダー 2002)(17人)

個人成績
6. 西端 大輔 4 アポイリージ 558点
15. 佐野 良夫 4 センテニアルウィル 476点
16. 東保 しょう子4 ヒノデロッキー 471点

団体成績
順位 大学名 総得点
1. 立命館大学 1735点
2. 関西学院大学 1601点
3. 京都大学 1505点

— 7/21 —
馬場馬術競技第 3課目 1993 (30人)
酒井 恵利子2 ヒノデロッキー 345点 (着外)
川口 哲平 3 センテニアルウィル 340点 (着外)

7/20～21 　第 38回 関西学生障害馬術大会 (大阪乗馬協会)

— 7/20 —
標準中障害飛越競技・第一走行 (43人)
川久保 愛太4 紫明 −500 (3反抗)
石井 章夫 4 グローバルマインド −500 (3反抗)

— 7/21 —
標準中障害飛越競技・第二走行 (40人)
川久保 愛太4 紫明 −500 (障害間 45秒)

8/16～17 　第 46回 関西学生総合馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 8/16 —
調教審査・総合馬場課目ツースター 2002(A) (13人 (Open 2人))
佐野 良夫 4 センテニアルウィル −59.4 (Open)
川久保 愛太4 ダイオウ −62.4 (Open)
佐藤 洋平 4 ラガー −80.4

余力審査 (11人)
佐藤 洋平 4 ラガー E (3反抗)

— 8/17 —
耐久審査 (11人 (Open 2人))
佐藤 洋平 4 ラガー R (Open, 落馬後途中R)

個人成績 (＊印は全日本学生の出場権利獲得)
佐藤 洋平 4 ラガー ＊ 予選失権も 8/17の理事会で選出

9/14～15 　第 50回 びわ湖馬術競技大会 (大津市大谷乗馬場)

— 9/14 —
馬場馬術競技第 2課目 1993 (16人 (Open 3人))
谷ノ内 勇樹3 アンチェインド 306点 (着外)
中尾 　元 2 ラプタス 301点 (着外)

小障害飛越競技 (L級C)(22人, J.O. 15人)
野中 康宏 3 ラプタス −0 (着外, J.O. −4 (1落下))
谷ノ内 勇樹3 グローバルマインド −0 (着外, J.O. E (落馬))

小障害飛越競技 (L級A)(14人)
野中 康宏 3 ラプタス −8 (着外, 2落下)

9/23～24 　第 41回 関西学生馬術選手権大会 (大阪乗馬協会)

— 9/23 —
予選 ·部班 (36人)
佐野 良夫 4 月兜 関学大 1位/4人中
川久保 愛太 4 凌華 神戸大 3位/4人中
川口 哲平 3 凌耀 神戸大 3位/4人中
金重 遼平 4 凌耀 神戸大 4位/4人中
野中 康宏 3 秀浪 大阪府大 4位/4人中
薮田 直治 3 凌華 神戸大 4位/4人中
　　　∗ 佐野は準々決勝に進出
準々決勝 ·学生選手権馬場課目 2000 (16人)
佐野 良夫 4 モンゴル 立命館大 4位/4人中
　　　∗ 佐野は準決勝進出ならず

9/23～24 　第 39回 関西学生馬術女子選手権大会 (大阪乗馬協会)

— 9/23 —
準決勝 ·学生選手権馬場課目 2000 (8人)
東保 しょう子4 浪聖 大阪府大 342点
　　　∗ 東保は前年度の同大会で 1位入賞しているため、シード選手として予選は免除

— 9/24 —
準決勝 ·障害飛越 (8人)
東保 しょう子4 月藤 関学大 −500 (3反抗)
　　　∗ 東保は準決勝 2鞍の総点でブロック内 3位となり、順位決定戦へ進出
順位決定戦 ·障害飛越 (4人)
東保 しょう子4 フルフル 京産大 −500 (残障害−181) (落馬)
　　　∗ 東保は順位決定戦でブロック内 4位となり入賞ならず

10/5 　京都府スポーツデー記念馬術大会 (京都産業大学)

ヤングライダー馬場馬術課目 2002 (4人)
野中 康宏 3 アポイリージ 488点 (4位)

馬場馬術競技第 2課目 1993 (15人 (Open 2人))
友野 鮎子 2 アポイリージ 335点 (Open)
大高 広道 1 ヒノデロッキー 333点 (1位)
仁木 哲也 1 赤兎 318点 (5位)
河瀬 美紀 1 赤兎 298点 (着外)
横山 典枝 1 ヒノデロッキー 289点 (着外)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (11人)
内田 充洋 2 ヒノデロッキー 362点 (6位)
勢良 幸乃 2 紫明 342点 (着外)
薮田 直治 3 ダイオウ 332点 (着外)
本田 慎也 2 赤兎 317点 (着外)

80cm障害飛越競技 (43人 (Open 1人))
工藤 竜之進3 紫明 −0 (着外)

L級B障害飛越競技 (26人)
工藤 竜之進3 紫明 E (落馬)
谷ノ内 勇樹3 グローバルマインド E (3反抗)

11/8～9 　第 46回 全日本学生賞典総合馬術競技大会 (馬事公苑)

— 11/8 —
調教審査・総合馬場課目ツースター 2002(A) (69人)
佐藤 洋平 4 ラガー −88.3

— 11/9 —
耐久審査 (66人)
佐藤 洋平 4 ラガー E (No.1で 3反抗)

11/27～28 　京都大学・筑波大学交流戦 (京都大学)

— 11/27 —
馬場馬術競技第 2課目 1993

1. 阿部 恵海子 筑波大 1 赤兎 351点
2. 林 　詩音 筑波大 1 ヒノデロッキー 303点
3. 河瀬 美紀 京都大 1 アポイリージ 318点
4. 中條 萌絵子 京都大 1 ポルカドット 315点
5. 横山 典枝 京都大 1 赤兎 353点
6. 仁木 哲也 京都大 1 ヒノデロッキー 344点

— 11/28 —
馬場馬術競技第 2課目 1993

1. 大高 広道 京都大 1 赤兎 353点
2. 瀧本 彩加 京都大 1 ヒノデロッキー 305点
3. 阿部 恵海子 筑波大 1 アポイリージ 372点
4. 林 　詩音 筑波大 1 ポルカドット 329点

12/14 　第 4回 京都産業大学馬術大会 (京都産業大学)

馬場馬術競技第 2課目 1993 (11人)
川口 哲平 3 ラピュタ 309点 (6位)
飯田 真理恵2 京楓 300点 (着外)
瀧本 彩加 1 赤兎 298点 (着外)
中條 萌絵子1 ヒノデロッキー 267点 (着外)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (21人)
野中 康宏 3 ラプタス 354点 (6位)
杉本 芙美枝3 センテニアルウィル E (反抗 20秒)

80cm障害飛越競技 (33人)
工藤 竜之進3 紫明 −0 (着外)
太田 浩史 2 アムリタム −0 (着外)
小谷 　彬 3 京葵 −0 (着外)
内田 充洋 2 ヒノデロッキー −0 (着外)
川口 哲平 3 ラピュタ −0 (着外)
工藤 竜之進3 ジェブロスター −0 (着外)
中尾 　元 2 ラプタス −4 (着外, 1落下)

L級A障害飛越競技 (5人, J.O. 3人)
野中 康宏 3 ラプタス −0 (2位, J.O. −0)

低障害飛越競技 (10人)
本田 慎也 2 赤兎 −0 (着外)


