
2/11 　平成 15年度 関西学生馬術連盟定例総会 (サンケイホール)

＜平成 15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
　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
佐藤 洋平 　平成 15年度総務委員

功労馬
　該当馬匹なし

2/28～29 　第 42回 淀馬術競技大会 (JRA京都)

— 2/28 —
馬場馬術競技第 2課目 1993 (25人)
川口 哲平 3 ラピュタ 315点 (着外)
谷ノ内 勇樹3 アンチェインド 307点 (着外)
友野 鮎子 2 アポイリージ 途中棄権

馬場馬術競技第 3課目 1993 (20人)
野中 康宏 3 アポイリージ 372点 (着外)

ジュニアカップ競技 (80cm)(53人)
谷ノ内 勇樹3 グローバルマインド −0 (着外)
太田 浩史 2 アムリタム −3 (着外, T減)
内田 充洋 2 ヒノデロッキー −5 (着外, 1落下+T減)
本田 慎也 2 赤兎 −6 (着外, 1反抗+T減)
中尾 　元 2 ラプタス −19 (着外, 2反抗 1落下+T減)

中障害飛越競技C (120cm)(8人)
野中 康宏 3 ラプタス −8 (4位, 2落下)

— 2/29 —
小障害飛越競技競技 (100cm)(45人)
中尾 　元 2 ラプタス −3 (着外, T減)
川口 哲平 3 ラピュタ −6 (着外, T減)
川口 哲平 3 ラガー −15 (着外, 2反抗+T減)
工藤 竜之進3 紫明 −16 (着外, 2反抗+T減)

低障害飛越競技 (26人)
真方 文絵 3 ポルカドット −0 (5位)
仁木 哲也 1 紫明 −3 (着外, 早着T減)
大高 広道 1 ラガー −4 (着外, 1落下)
谷ノ内 勇樹3 アンチェインド −8 (着外, 1反抗+T減)
　　　＊ 同減点の場合、基準タイムに近い選手が上位となるルール

3/4～5 　岡大戦 (京都大学)

— 3/4 —
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 勝敗
1. 新居 利晃 岡山理大 2 アポイリージ 384点 分
2. 飯田 真理恵 京都大 2 ヒノデロッキー 362点 勝
3. 松崎 圭亮 岡山大 2 紫明 376点 勝
4. 内田 充洋 京都大 2 アポイリージ 384点 分
5. 平野 ひろみ 岡山大 2 ヒノデロッキー 357点 敗
6. 友野 鮎子 京都大 2 紫明 325点 敗

— 3/5 —
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 勝敗
1. 太田 浩史 京都大 2 ラプタス 11 83”19 敗
2. 坂川 奈津子 清心 2 アムリタム E — 分
3. 中尾 　元 京都大 2 赤兎 10 96”90 敗
4. 松崎 圭亮 岡山大 2 ラプタス 0 58”41 勝
5. 本田 慎也 京都大 2 アムリタム E — 分
6. 新居 利晃 岡山理大 2 赤兎 5 76”31 勝

団体優勝 岡山大学 (3勝 1敗 2分)
団体準優勝 京都大学 (1勝 3敗 2分)
最優秀馬場選手 新居 利晃 (岡山理大)
　　　〃 内田 充洋 (京都大)
最優秀障害選手 松崎 圭亮 (岡山大)

3/21 　京都 4大学新人戦 兼 京都府月例馬術大会 (立命館大学)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (16人、新人戦 12人)
友野 鮎子 2 アポイリージ 367点 (着外, 新人戦着外)
川口 哲平 3 ラピュタ 357点 (着外)
飯田 真理恵2 京楓 320点 (着外, 新人戦着外)

ヤングライダー馬場馬術課目 2002 (6人)
野中 康宏 3 アポイリージ 527点 (3位)

馬場馬術競技第 2課目 1993 (4人, Open競技)
谷ノ内 勇樹3 アンチェインド 334点 (成績 2番目)
飯田 真理恵2 京楓 334点 (成績 3番目)

L級B障害飛越競技 (19人, J.O. 11人)
工藤 竜之進3 紫明 −0 (着外, J.O. −0)
川口 哲平 3 ラピュタ −15 (着外, 2反抗+T減)

低障害飛越競技 (11人 (Open 1人))
谷ノ内 勇樹3 アンチェインド −1 (着外, T減)
飯田 真理恵2 京楓 −1 (Open, T減)
飯田 真理恵2 京楓 −10 (着外, 1反抗 1落下+T減)

4/17～18 　第 43回 全国七大学総合体育大会 (北海道大学)

— 4/17 —
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
川口 哲平 4 北凌 358点 3
野中 康宏 4 キティホーク (∗1) 331点 3
工藤 竜之進4 ドリームグリーン (∗2) 313点 2

— 4/18 —
第 2競技 L級B標準障害飛越競技 (100cm)
選手名 馬匹名 減点 タイム 勝点
川口 哲平 4 北凌 0 46”8 3
野中 康宏 4 キティホーク (∗1) 8 47”1 2
工藤 竜之進4 北旋風 12 44”4 1
　　　∗1: 乗馬クラブメインフィールズ、∗2: モモセライディングファーム

団体優勝 東京大学 　(勝点 15)
団体準優勝 京都大学 　(勝点 14)
団体第 3位 九州大学 　(勝点 13)

最優秀選手 石井 麻由子 (東京大)
優秀選手 川口 哲平 　(京都大)

河野 　端 　(九州大)

　∗ 国立大学の行政法人化により、これまでの国立七大学総合体育大会
　　　　(通称七大戦) の大会名が「全国七大学総合体育大会」と改称された。

4/18 　京都府月例馬術大会 (高宮ライディングパーク)

馬場馬術競技第 3課目 1993 (11人)
杉本 芙美枝4 センテニアルウィル 45.942% (着外, 317点)
飯田 真理恵3 京楓 45.797% (着外, 316点)
薮田 直治 4 ダイオウ 43.188% (着外, 298点)

馬場馬術競技第 2課目 2004 (15人)
薮田 直治 4 ダイオウ 50.784% (着外, 259点)
飯田 真理恵3 京楓 E (場外)

80cmフレンドシップ競技 (31人 (Open 1人))
谷ノ内 勇樹4 アンチェインド −10 (着外, 1反抗+T減)
川久保 愛太C センテニアルウィル −13 (Open, 1反抗+T減)
杉本 芙美枝4 センテニアルウィル E (着外, 3反抗)

L級B障害飛越競技 (100cm)(24人 (Open 2人))
谷ノ内 勇樹4 グローバルマインド −4 (着外, 1落下)

M級D障害飛越競技 (110cm)(12人, J.O. 5人)
谷ノ内 勇樹4 グローバルマインド −0 (着外, J.O. −8 (1反抗 1落下))

ノービス障害飛越競技 (60cm)(17人)
飯田 真理恵3 京楓 −0 (着外)
杉本 芙美枝4 センテニアルウィル −0 (着外)
　　　∗ 同減点の場合、基準タイムに近い選手が上位となるルール

5/3～5 　第 39回 全関西学生馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 5/2 —
フレンドシップ障害飛越 (I) (38人)
谷ノ内 勇樹4 アンチェインド (飛越 8)
太田 浩史 3 アムリタム (飛越 5+反抗 1)
中島 禎典C ヒノデロッキー (飛越 4+反抗 2)
　　　＊ 75秒間の自由走行、70～100cmの障害

— 5/3 —
学生賞典馬場馬術競技 (ヤングライダー 2002)(17人)
野中 康宏 4 アポイリージ 52.525% (着外, 520点)

新馬障害飛越競技 (14人, J.O. 2人)
川口 哲平 4 ラピュタ −2 (4位, T減)
谷ノ内 勇樹4 アンチェインド −8 (着外, 1反抗+T減)
工藤 竜之進4 ジェブロスター E (落馬)

Lクラス障害飛越競技B (76人, 15チーム)
(個人)
野中 康宏 4 ラプタス −0 (着外)
川口 哲平 4 ラピュタ −0 (着外)
谷ノ内 勇樹4 グローバルマインド −4 (着外, 1落下)
工藤 竜之進4 ジェブロスター E (3反抗)
太田 浩史 3 アムリタム E (3反抗)
工藤 竜之進4 紫明 E (3反抗)
内田 充洋 3 ヒノデロッキー E (障害間 45秒)

(団体)
京都大学チーム −4 6位
　　　＊ ラプタス、ラピュタ、グローバルマインド、アムリタム、紫明の 5頭チームでの
　　　　上位 3人馬の総減点による。

— 5/4 —
Lクラス障害飛越競技A (37人, J.O. 3人)
谷ノ内 勇樹4 グローバルマインド −16 (着外, 4落下)
工藤 竜之進4 紫明 E (3反抗)

Mクラス障害飛越競技 (24人, J.O. 6人)
川口 哲平 4 ラピュタ −12 (着外, 2落下+T減)
野中 康宏 4 ラプタス −16 (着外, 4落下)

— 5/5 —
選抜障害飛越競技 (20人, J.O. 2人)
野中 康宏 4 ラプタス −8 (着外, 2落下)
川口 哲平 4 ラピュタ −22 (着外, 1反抗 3落下+T減)

団体総合得点
順位 大学名 得点計
1. 関西学院大学 62点
2. 京都産業大学 42点
3. 大阪体育大学 28点
9. 京都大学 4点

　　　∗ 団体表彰は 3位まで

5/3～5 　第 36回 関西学生女子自馬大会 (三木ホースランドパーク)

— 5/3 —
女子馬場馬術競技B (第 2課目 1993) (23人)
瀧本 彩加 2 ポルカドット 55.397% (5位, 349点)
中條 萌絵子2 ヒノデロッキー 50.635% (着外, 319点)
飯田 真理恵3 京楓 50.317% (着外, 317点)

— 5/4 —
女子馬場馬術競技A (第 3課目 1993) (33人)
真方 文絵 4 ポルカドット 54.928% (6位, 379点)
友野 鮎子 3 アポイリージ 53.913% (10位, 372点)

— 5/5 —
女子障害飛越競技 (34人)
友野 鮎子 3 ラピュタ −17 (着外, 1反抗 1落下+T減)
真方 文絵 4 ラプタス E (落馬)

団体総合得点
順位 大学名 得点計
1. 関西学院大学 28点
2. 同志社大学 22点
3. 関西大学 18点
6. 京都大学 3点

　　　∗ 団体表彰は 3位まで

5/5 　第 35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 (28人, J.O. 11人)
仁木 哲也 2 紫明 −0 (9位, J.O. E (落馬))
大高 広道 2 ラピュタ −1 (着外, T減)
横山 典枝 2 ラプタス −2 (着外, T減)
　　　∗ J.O.は基準表A

団体総合得点
順位 大学名 得点計
1. 同志社大学 43点
2. 関西学院大学 30点
3. 大阪府立大学 18点
4. 京都大学 9点

　　　∗ 団体表彰は 3位まで



5/30 　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 (7人)
野中 康宏 4 アポイリージ 54.747% (3位, 542点)

馬場馬術競技第 3課目 2004 Long(13人)
杉本 芙美枝4 センテニアルウィル 47.777% (着外, 387点)

80cmフレンドシップ競技 (12人 (Open 1人))
工藤 竜之進4 ジェブロスター −4 (Open, 1落下)
杉本 芙美枝4 センテニアルウィル E (Time Over)
工藤 竜之進4 ジェブロスター E (落馬)

L級B障害飛越競技 (100cm)(13人 (Open 1人))
川口 哲平 4 ラガー −0 (着外)

M級D障害飛越競技 (110cm)(9人)
谷ノ内 勇樹4 グローバルマインド −4 (着外, 1落下)

M級C障害飛越競技 (120cm)(4人, J.O. 2人, Open競技)
川口 哲平 4 ラピュタ −0 (J.O.−12 (1反抗+T減), 成績 2番目)
谷ノ内 勇樹4 グローバルマインド −4 (1落下, 成績 3番目)

6/12～13 　第 47回 関西学生総合馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 6/12 —
調教審査・総合馬場課目ツースター 2002(A) (15人 (Open 1人))
野中 康宏 4 ラプタス −59.0
川口 哲平 4 ラガー −71.4
藪田 直治 4 ダイオウ −73.6 (Open)

— 6/13 —
余力審査 (14人)
野中 康宏 4 ラプタス −8 (2落下)
川口 哲平 4 ラガー E (3反抗)

耐久審査 (14人 (Open 1人))
野中 康宏 4 ラプタス E (No.4で 3反抗)
川口 哲平 4 ラガー E (Open, No.4で通算 5反抗)

7/3～4 　第 27回 京都府民総合体育大会馬術競技 (高宮ライディングパーク)

— 7/3 —
総合馬場馬術課目ツースター 2002(B) (5人)
薮田 直治 4 ダイオウ 50.667% (着外, 380点)

ヤングライダー馬場馬術課目 2002 (8人)
野中 康宏 4 アポイリージ 54,141% (着外, 536点)

— 7/4 —
M級B障害飛越競技・千玄室杯 (130cm)(2人)
野中 康宏 4 ラプタス −0 (1位, 3落下)
川口 哲平 4 ラピュタ E (3反抗)

M級C障害飛越競技 (120cm)(14人)
谷ノ内 勇樹4 グローバルマインド E (3反抗)

M級D障害飛越競技 (110cm)(12人 (Open 1人))
工藤 竜之進4 紫明 E (3反抗)

80cm障害飛越競技 (80cm)(11人 (Open 1人))
谷ノ内 勇樹4 アンチェインド E (3反抗)
真方 文絵 4 ポルカドット E (3反抗)

L級B障害飛越競技 (100cm)(11人 (Open 1人))
谷ノ内 勇樹4 グローバルマインド −0 (1位)
川口 哲平 4 ラピュタ −6 (着外, 1落下+T減)
工藤 竜之進4 紫明 −12 (Open, 1反抗+T減)
工藤 竜之進4 紫明 E (3反抗)

7/18～19 　第 39回 関西学生馬場馬術大会 (大阪乗馬協会)

— 7/18 —
学生賞典馬場馬術競技 (ヤングライダー 2002)(19人)

個人成績 (＊印は全日本学生の権利獲得)
4. 野中 康宏 4 アポイリージ 56.364% (558点) ＊

— 7/19 —
関西学生馬場馬術競技A (第 3課目 2004 Long) (35人)
小谷 　彬 4 京葵 42.469% (着外, 344点)

7/18～19 　第 39回 関西学生障害馬術大会 (大阪乗馬協会)

— 7/17 —
フレンドシップ障害飛越 (41人)
工藤 竜之進4 紫明 (飛越 4+反抗 1)
　　　＊ 75秒間の自由走行、100～130cmの障害

— 7/18 —
標準中障害飛越競技・第一走行 (43人)
野中 康宏 4 ラプタス −16 (4落下)
川口 哲平 4 ラピュタ −500 (3反抗)
谷ノ内 勇樹4 グローバルマインド −500 (3反抗)
工藤 竜之進4 紫明 −500 (3反抗)

— 7/19 —
標準中障害飛越競技・第二走行 (41人)
野中 康宏 4 ラプタス −20 (5落下)
工藤 竜之進4 紫明 −500 (3反抗)

個人成績
16. 野中 康宏 4 ラプタス −36
–. 工藤 竜之進 4 紫明 −1000

9/4～5 　第 29回 関西学生女子複合馬術大会 (大阪乗馬協会)

— 9/4 —
女子複合B・馬場馬術競技 (第 3課目 2004 Short) (7人)
杉本 芙美枝4 センテニアルウィル −59.8
真方 文絵 4 ポルカドット −61.1

— 9/5 —
女子複合B・障害飛越競技 (7人)
杉本 芙美枝4 センテニアルウィル E (3反抗)
真方 文絵 4 ポルカドット E (3反抗)

9/4～5 　第 42回 関西学生馬術選手権大会 (大阪乗馬協会)

— 9/4 —
予選 ·部班 (28人)
内田 充洋 3 笹浪 大阪府大 1位/4人中
薮田 直治 4 杉翔 大阪市大 3位/4人中
　　　∗ 内田は準々決勝に進出
準々決勝 ·学生選手権馬場課目 2000 (16人)
内田 充洋 3 インファイトボーイ 大阪体大 1位/4人中
　　　∗ 内田は準決勝に進出
準決勝 ·学生選手権馬場決勝課目 2001 (8人)
内田 充洋 3 月鷹 関学大 417点

— 9/5 —
準決勝 ·障害飛越 (8人)
内田 充洋 3 ラピュタ 京都大 −0
　　　∗ 内田は準決勝 2鞍の合計点でブロック内 3位となり、順位決定戦進出
順位決定戦 ·障害飛越 (4人)
内田 充洋 3 甲炎 甲南大 −500 (−236 (†)) (3反抗)
　　　∗ 4人とも失権だったため貸与馬規定で決定 (†)
　　　　内田は順位決定戦でブロック内 4位となり、入賞を逃す

10/3 　京都府スポーツデー記念馬術大会 (京都乗馬クラブ)

ヤングライダー馬場馬術課目 2002 (5人)
野中 康宏 4 アポイリージ 51.313% (3位, 508点)

馬場馬術競技第 3課目 2004 Long (10人)
川本 陽一 3 センテニアルウィル 54.691% (3位, 443点)
内田 充洋 3 アポイリージ 54.444% (5位, 441点)

馬場馬術競技第 2課目 2004 (18人 (Open 1人))
仁木 哲也 2 ダイオウ 53.529% (5位, 273点)
大原 真由美2 ヒノデロッキー 50.980% (着外, 260点)
細川 慶子 1 京葵 46.862% (着外, 239点)
鎌田 磨嵩 1 ヒノデロッキー 38.235% (着外, 195点)

80cm障害飛越競技 (44人 (Open 2人))
横山 典枝 2 ヒノデロッキー −1 (着外, T減)
中島 禎典C ジェブロスター −2 (Open, T減)
大高 広道 2 アンチェインド −3 (着外, T減)
仁木 哲也 2 ラプタス −6 (着外, 1落下+T減)
本田 慎也 3 ジェブロスター −7 (Open, T減)
川本 陽一 3 センテニアルウィル −8 (着外, 1反抗+T減)
山口 弘悦C フェイバータッチ −8 (着外, 1落下+T減)
百田 牧人K アンチェインド −15 (着外, 2反抗+T減)
飯田 真理恵3 京葵 E (3反抗)
中島 禎典C ジェブロスター R (馬装不備で途中棄権)

L級B障害飛越競技 (100cm)(36人)
本田 慎也 3 ラプタス −10 (着外, 1反抗+T減)
太田 浩史 3 グローバルマインド −11 (着外, 2落下+T減)
中島 禎典C ジェブロスター −14 (着外, 3落下+T減)
百田 牧人K アンチェインド −15 (着外, 2反抗+T減)
太田 浩史 3 アムリタム −20 (着外, 1反抗 2落下+T減)
内田 充洋 3 ラピュタ −21 (着外, 1反抗 2落下+T減)

ノービス障害飛越競技 (60cm)(10人)
仁木 哲也 2 ダイオウ −0 (1位)

10/17 　京都府馬術連盟創立 50周年記念式典 (京都ホテルオークラ)

功労者表彰
　　　高三 秀成
特別功労者表彰 (京都府馬術連盟理事長経験者)
　　　荒木 雄豪
　　　藪本 栄三

11/5～6 　第 47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 (ヤングライダー 2002)(38人)

個人成績
24. 野中 康宏 4 アポイリージ 53.697% (886点)

12/5 　第 25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 2004 (17人)
鈴木 裕司 1 ラプタス 47.451% (着外, 242点)
井上 賢一 1 ヒノデロッキー 44.706% (着外, 228点)
大場 康史 1 アムリタム 43.922% (着外, 224点)

80cm障害飛越競技 (24人 (Open 1人))
内田 充洋 3 ラガー E (3反抗)
横山 典枝 2 ヒノデロッキー E (落馬)
横山 典枝 2 ヒノデロッキー E (Open, 落馬)

L級B障害飛越競技 (12人)
＜標準採点＞
内田 充洋 3 ラピュタ −0 (3位)
太田 浩史 3 アムリタム −5 (着外, 1落下+T減)

＜ハンターシート採点＞
内田 充洋 3 ラピュタ 231点 (3位)
太田 浩史 3 アムリタム 210点 (着外)

L級A障害飛越競技 (10人, J.O. 4人)
太田 浩史 3 グローバルマインド −1 (T減)
中尾 　元 3 ラプタス −2 (T減)
　　　＊ 復活 5回目であるが、1988年までの 20回と合算し、今回を第 25回としたとのこと。


