
2/11 　平成 16年度 関西学生馬術連盟定例総会 (サンケイホール)

＜平成 16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
川口 哲平 　平成 16年度幹事長

功労馬
　該当馬匹なし

2/26～27 　第 43回 淀馬術競技大会 (JRA京都)

— 2/26 —
馬場馬術競技第 2課目 2004 (14人)
太田 浩史 3 アムリタム 52.059% (着外)

馬場馬術競技第 3課目 2004 Long (26人)
川本 陽一 3 センテニアルウィル 56.420% (5位)
瀧本 彩加 2 ポルカドット 50.370% (着外)
中尾 　元 3 フェイバータッチ 49.630% (着外)

ジュニアカップ競技 (80cm)(35人)
横山 典枝 2 ヒノデロッキー −0 (着外)
河瀬 美紀 2 ラピュタ −1 (着外, T減)
大高 広道 2 アンチェインド −6 (着外, 1反抗+T減)

スピード & ハンディネス (115cm)(23人)
内田 充洋 3 ラピュタ 101”01 (着外, 1落下)
太田 浩史 3 グローバルマインド 112”07 (着外, 3落下)
中尾 　元 3 ラプタス 163”73 (着外, 2反抗 5落下)

— 2/27 —
中障害飛越競技C (120cm)(20人)
内田 充洋 3 ラピュタ −9 (着外, 2落下+T減)
中尾 　元 3 ラプタス −12 (着外, 3落下)
太田 浩史 3 グローバルマインド −34 (着外, 1反抗 6落下+T減)

中障害飛越競技D (110cm)(16人)
太田 浩史 3 アムリタム E (3反抗)

小障害飛越競技B (100cm)(33人)
太田 浩史 3 アムリタム −11 (着外, 1反抗+T減)
川本 陽一 3 センテニアルウィル E (3反抗)
本田 慎也 3 ジェブロスター E (落馬)
中尾 　元 3 フェイバータッチ E (3反抗)
牟田 友佳C ヒノデロッキー E (3反抗)
本田 慎也 3 紫明 E (3反抗)

小障害飛越競技C (90cm)(25人)
本田 慎也 3 ジェブロスター −12 (着外, 1反抗+T減)
中尾 　元 3 フェイバータッチ −25 (着外, 2反抗 2落下+T減)
本田 慎也 3 紫明 E (3反抗)
横山 典枝 2 ヒノデロッキー E (障害間 45秒)

低障害飛越競技 (24人)
瀧本 彩加 2 ポルカドット −0 (着外)
大原 真由美2 ラプタス −0 (着外)
鈴木 裕司 1 ラピュタ −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

3/29～30 　岡大戦 (岡山大学)

— 3/29 —
第 1競技 小障害飛越競技 (80cm)

No. 選手名 所属 馬匹名 総減点 タイム 勝敗
1. 大高 道広 京都大 2 ラボン 6 65”10 敗
2. 荒木 貴之 岡山理大 2 旭悠 0 52”84 勝
3. 河瀬 美紀 京都大 2 旭皇 0 46”49 敗
4. 山田 豊明 岡山理大 2 ラボン 0 41”83 勝
5. 仁木 哲也 京都大 2 旭悠 9 78”18 敗
6. 沼田 愛子 岡山大 2 旭皇 0 47”20 勝
　　　∗ 標準タイム48秒に近い者を勝ちとするルール

— 3/30 —
第 2競技 馬場馬術競技第 3課目 2004 Long

No. 選手名 所属 馬匹名 得点率 勝敗
1. 山田 豊明 岡山理大 2 旭鷲 50.617% 勝
2. 仁木 哲也 京都大 2 旭悠 51.481% 勝
3. 岸本 敏幸 岡山大 2 旭皇 47.778% 敗
4. 河瀬 美紀 京都大 2 旭鷲 50.000% 敗
5. 福岡 亜也子 清心 2 旭悠 46.173% 敗
6. 大高 道広 京都大 2 旭皇 47.778% 勝
　　　∗ 3.と 6.はC点の得点率で勝敗決定

団体優勝 岡山大学 (4勝 2敗)
団体準優勝 京都大学 (2勝 4敗)
障害優秀選手 山田 豊明 (岡山理大)
馬場優秀選手 仁木 哲也 (京都大)

3/31～4/1 　NOSAN杯 第 1回 帯広畜産大学 ・京都大学・ 筑波大学定期対抗戦 (筑波大学)

— 3/31 —
第 1競技 馬場馬術競技 (馬場馬術競技第 2課目 2004)

No. 選手名 所属 馬匹名 得点率 (%) 順位 順位点
1. 星野 聡子 筑波大 1 モノカワ 55.098 5 10
2. 鈴木 裕介 帯畜大 1 バーボンカントリー 56.078 3 30
3. 大場 康史 京都大 1 セントクレイモア 53.922 8 0
4. 鎌田 磨嵩 京都大 1 モノカワ 47.647 9 0
5. 佐々木 彩乃 筑波大 1 バーボンカントリー 57.647 2 40
6. 小池 浩幸 帯畜大 1 セントクレイモア 55.294 4 20
7. 吉田 文吾 帯畜大 1 モノカワ 54.118 7 0
8. 井上 賢一 京都大 1 バーボンカントリー 58.824 1 50
9. 森岡 裕子 筑波大 1 セントクレイモア 55.098 6 0
　　　∗ 1. 星野と 9. 森岡の順位は主審得点で決定

— 4/1 —
第 2競技 障碍飛越競技 (60cm)

No. 選手名 所属 馬匹名 総減点 タイム 順位 順位点
1. 泉谷 大翼 筑波大 1 ブリー 0 68”9 5 10
2. 鎌田 磨嵩 京都大 1 アップリオーリ E — (9) 0
3. 吉田 文吾 帯畜大 1 メインテーブル 0 58”8 4 20
4. 鈴木 裕介 帯畜大 1 ブリー 0 57”1 2 40
5. 今泉 悠子 筑波大 1 アップリオーリ E — (8) 0
6. 井上 賢一 京都大 1 メインテーブル 8 54”7 6 0
7. 大場 康史 京都大 1 ブリー 0 57”2 3 30
8. 小池 浩幸 帯畜大 1 アップリオーリ 10 102”9 7 0
9. 森岡 裕子 筑波大 1 メインテーブル 0 57”0 1 50

団体 1位 筑波大学 　　(順位点合計 110点, 順位合計 27, 最高順位 1位)
団体 2位 帯広畜産大学 (順位点合計 110点, 順位合計 27, 最高順位 2位)
団体 3位 京都大学 　　(順位点合計 80点, 順位合計 36)

最優秀選手 森岡 裕子 (筑波大)
優秀選手 井上 賢一 (京都大)

鈴木 裕介 (帯広畜産大)
　　　∗ 学年は 3/31時点

4/9～10 　京都 4大学新人戦 兼 京都府月例馬術大会 (高宮ライディングパーク)

— 4/9 —
馬場馬術競技第 3課目 2004 Long (23人、新人戦 11人)
川本 陽一 4 センテニアルウィル 56.667% (3位, 新人戦 2位, 459点)
飯田 真理恵4 京葵 53.704% (着外, 435点)
大高 広道 3 フェイバータッチ 51.481% (着外, 417点)
仁木 哲也 3 ダイオウ 50.617% (着外, 410点)
　　　∗ 川本は学馬連騎乗者資格B級テストを兼ねる。
ヤングライダー馬場馬術課目 2002 (7人)
内田 充洋 4 アポイリージ 44.343% (着外, 439点)

日馬連騎乗者資格C級テスト
飯田 真理恵4 京葵

80cmフレンドシップ競技 (24人 (Open 3人))
仁木 哲也 3 ダイオウ −3 (着外, T減)
飯田 真理恵4 京葵 −5 (Open, 1落下+T減)
川本 陽一 4 センテニアルウィル −20 (着外, 2反抗+T減)
山口 弘悦C フェイバータッチ −25 (Open, 2反抗 1落下+T減)
飯田 真理恵4 京葵 E (3反抗)
大高 広道 3 フェイバータッチ E (3反抗)

L級C障害飛越競技 (90cm)(19人 (Open 2人))
山口 弘悦C フェイバータッチ −18 (Open, 1反抗 1落下+T減)
大高 広道 3 フェイバータッチ −23 (着外, 1反抗 4落下+T減)
川本 陽一 4 センテニアルウィル E (3反抗)

— 4/10 —
L級B障害飛越競技 (100cm)(21人 (Open 3人), 新人戦 11人, J.O. 5人)
本田 慎也 4 ジェブロスター E (落馬)
本田 慎也 4 ジェブロスター E (Open, 3反抗)

ノービスフレンドシップ競技 (60cm)(15人)
鎌田 磨嵩 2 ラプタス −15 (着外, 1反抗 1落下+T減)
細川 慶子 2 ラピュタ E (落馬)

M級D障害飛越競技 (110cm)(13人)
内田 充洋 4 ラピュタ −7 (着外, 1反抗+T減)
中島 禎典C ジェブロスター −28 (着外, 1反抗 3落下+T減)

学馬連騎乗者資格B級テスト (110cm)
川本 陽一 4 ラプタス −0

L級Cダービー競技 (90cm)(11人 (Open 2人))
川本 陽一 4 ラプタス 179”59 (1位, 1落下)
内田 充洋 4 ラガー 229”68 (着外,1反抗 1落下)

4/30～5/1 　第 44回 全国七大学総合体育大会 (福岡県馬術競技場)

— 4/30 —
第 1競技 第 3課目馬場馬術競技 (第 3課目 2004 Long?)
選手名 馬匹名 成績 勝点
内田 充洋 4 ドントコールミー (∗1) 52.47% 3
川本 陽一 4 チビッコダンディ(∗2) 54.32% 2
本田 慎也 4 チトセタイガー (∗3) 49.26% 1

— 5/1 —
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
内田 充洋 4 バラライカ (∗4) 6 83”24 3
川本 陽一 4 レガシー (∗5) 0 71”87 3
本田 慎也 4 パティー (∗6) 8 70”43 1
　　　∗1: 福岡農業高校、∗2: 田中乗馬クラブ、∗3: 福岡馬事公苑
　　　∗4: 九州大、 ∗5: 自悠学園乗馬クラブ、∗6: ?

団体優勝 九州大学 　(勝点 14.5)
団体準優勝 京都大学 　(勝点 13)
団体第 3位 名古屋大学 (勝点 12.5)

最優秀選手 新宅 　悟 (九州大)
優秀選手 一色 真明 (北海道大)

内田 充洋 (京都大)

5/3～5 　第 40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) (42人)
本田 慎也 4 ジェブロスター (8飛越)
飯田 真理恵4 京葵 (4飛越+1反抗)
内田 充洋 4 ラガー (4飛越+1反抗)
川本 陽一 4 ヒノデロッキー (2飛越+1反抗)
牟田 友佳C ヒノデロッキー (2飛越)
　　　＊ 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 (ヤングライダー馬場馬術課目 2002)(20人)
内田 充洋 4 アポイリージ 50.909% (着外, 504点)

Lクラス障害飛越競技B (70人, 15チーム)
(個人)
川本 陽一 4 ラプタス −0 (着外)
太田 浩史 4 グローバルマインド −0 (着外)
内田 充洋 4 ラピュタ −7 (着外, 1反抗+T減)
本田 慎也 4 ジェブロスター −11 (着外, 1反抗+T減)
仁木 哲也 3 紫明 E (3反抗)
川本 陽一 4 ヒノデロッキー E (障害間 45秒)
内田 充洋 4 ラガー E (3反抗)

(団体)
京都大学チーム −7 6位
　　　＊ ラプタス、グローバルマインド、ラピュタ、ジェブロスター、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 (35人, J.O. 3人)
本田 慎也 4 ジェブロスター −22 (着外, 2反抗 1落下+T減)
仁木 哲也 3 紫明 E (3反抗)

Mクラス障害飛越競技C (27人, J.O. 8人)
太田 浩史 4 グローバルマインド −13 (着外, 3落下+T減)
内田 充洋 4 ラピュタ −24 (着外, 6落下)
川本 陽一 4 ラプタス E (経路違反)

団体総合得点
順位 大学名 得点計
1. 関西学院大学 98点
2. 同志社大学 32点
3. 関西大学 32点
10. 京都大学 1点
　　　∗ 団体表彰は 3位まで



5/3～5 　第 37回 関西学生女子自馬大会 (三木ホースランドパーク)

— 5/4 —
女子馬場馬術競技A (第 3課目 2004 Long) (32人)
飯田 真理恵4 京葵 54.444% (10位, 441点)
瀧本 彩加 3 ポルカドット 53.704% (着外, 435点)
河瀬 美紀 3 アポイリージ 53.210% (着外, 431点)
横山 典枝 3 ヒノデロッキー 51.235% (着外, 415点)

— 5/5 —
女子障害飛越競技 (42人)
河瀬 美紀 3 ラピュタ −2 (着外, T減)
飯田 真理恵4 京葵 −7 (着外, 1反抗+T減)
瀧本 彩加 3 ポルカドット E (3反抗)
横山 典枝 3 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 34点
2. 同志社大学 14点
3. 関西大学 13点
–. 京都大学 0点

　　　∗ 団体表彰は 3位まで

5/5 　第 36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 (36人, J.O. 12人)
井上 賢一 2 グローバルマインド −0 (8位, J.O.−4;1落下)
鈴木 裕司 2 ラピュタ −0 (10位, J.O.−7;T減)
大原 真由美3 ラプタス −4 (着外, 1落下)
鎌田 磨嵩 2 ラプタス −19 (着外, 1反抗 2落下+T減)
細川 慶子 2 ラピュタ −19 (着外, 2反抗+T減)
大場 康史 2 紫明 E (障害間 45秒)
　　　∗ J.O.は基準表A

団体総合得点
順位 大学名 得点計
1. 京都産業大学 26点
2. 同志社大学 25点
3. 京都大学 17点

5/28～29 　第 48回 関西学生総合馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 5/28 —
調教審査・総合馬場課目ツースター 2002(A) (18人)
内田 充洋 4 ラガー −68.6
川本 陽一 4 ラプタス −73.2

余力審査 (18人)
川本 陽一 4 ラプタス −8 (2落下)
内田 充洋 4 ラガー E (3反抗)

— 5/29 —
耐久審査 (18人 (Open 2人))
川本 陽一 4 ラプタス −31.6 (1反抗+T減)
内田 充洋 4 ラガー −109.2 (Open, 3反抗+T減)

個人成績 (＊印は全日本学生の権利獲得)
9. 川本 陽一 4 ラプタス −112.8＊
−. 内田 充洋 4 ラガー E ＊

　　　∗ 内田 4・ラガーは失権であったが、7/18の理事会で選出。

6/18～19 　第 28回 京都府民総合体育大会馬術競技・公認競技会 (高宮ライディングパーク)

— 6/18 —
学生賞典馬場馬術運動課目 2005 (7人)
内田 充洋 4 アポイリージ 51.717% (着外, 512点)

馬場馬術競技第 3課目 2004 Long(9人)
川本 陽一 4 センテニアルウィル 54.197% (3位, 439点)
横山 典枝 3 ヒノデロッキー 52.962% (着外, 429点)
大高 広道 3 アンチェインド 52.098% (着外, 422点)

L級Cフレンドシップ競技 (90cm)(22人)
横山 典枝 3 ヒノデロッキー −0 (着外)
川本 陽一 4 ヒノデロッキー −7 (着外, 1反抗+T減)
大高 広道 3 アンチェインド E (3反抗)

— 6/19 —
M級C障害飛越競技 PART2 (120cm)(18人)
　(ただし表彰は PART1と PART2合わせて 25人を対象)
内田 充洋 4 ラピュタ −0 (着外, J.O.−4; 1落下)
川本 陽一 4 ラプタス −16 (着外, 4落下)
太田 浩史 4 グローバルマインド E (2反抗)

M級D障害飛越競技 PART2 (110cm)(14人)
川本 陽一 4 ラプタス −4 (着外, 1落下)
太田 浩史 4 グローバルマインド −14 (着外, 1反抗 2落下+T減)
太田 浩史 4 アムリタム E (3反抗)

80cm障害飛越競技 (80cm)(20人)
川本 陽一 4 センテニアルウィル E (3反抗)

L級B障害飛越競技 (100cm)(12人)
太田 浩史 4 アムリタム −14 (着外, 1反抗 1落下+T減)

7/3 　京都府月例馬術大会 (京都産業大学)

学生賞典馬場馬術運動課目 2005 (8人)
内田 充洋 4 アポイリージ 52.929% (着外, 524点)

馬場馬術競技第 3課目 2004 Long(11人)
仁木 哲也 3 ダイオウ 52.345% (着外, 424点)
瀧本 彩加 3 ポルカドット 51.728% (着外, 419点)

70cmフレンドシップ競技 (16人)
大高 広道 3 アンチェインド −0 (3位)
瀧本 彩加 3 ポルカドット −1 (着外, T減)
仁木 哲也 3 ダイオウ −2 (着外, T減)

L級C障害飛越競技 (90cm)(11人)
仁木 哲也 3 ダイオウ −6 (着外, 1落下+T減)

M級C障害飛越競技 (120cm)(8人, J.O. 2人)
川本 陽一 4 ラプタス −8 (着外, 2落下)
太田 浩史 4 グローバルマインド −18 (着外, 1反抗 3落下+T減)

7/17～18 　第 40回 関西学生障害馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 7/16 —
フレンドシップ障害飛越 (32人)
川本 陽一 4 ラプタス (6飛越)
　　　＊ 75秒間の自由走行、100～130cmの障害

— 7/17 —
標準中障害飛越競技・第一走行 (41人)
内田 充洋 4 ラピュタ −21 (1反抗 3落下+T減)
太田 浩史 4 グローバルマインド −51 (1反抗 11落下+T減)
川本 陽一 4 ラプタス −500 (落馬)

— 7/18 —
標準中障害飛越競技・第二走行 (39人)
内田 充洋 4 ラピュタ −9 (2落下+T減)
川本 陽一 4 ラプタス −20 (5落下)
太田 浩史 4 グローバルマインド −44 (11落下)

個人成績
18. 内田 充洋 4 ラピュタ −30
25. 太田 浩史 4 グローバルマインド −95
–. 川本 陽一 4 ラプタス −520

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 12 20 32
2. 京都産業大学 28 12 40
2. 関西大学 24 20 44
5. 京都大学 572 73 645

　　　∗ 団体表彰は 3位まで

7/17～18 　第 40回 関西学生馬場馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 7/17 —
学生賞典馬場馬術競技 (学生賞典馬場馬術運動課目 2005)(19人)

個人成績 (＊印は全日本学生の権利獲得)
5. 内田 充洋 4 アポイリージ 56.465% (559点) ＊

— 7/18 —
関西学生馬場馬術競技A (第 3課目 2004 Long) (25人)
川本 陽一 4 センテニアルウィル 56.790% (6位, 460点)

9/3～4 　第 30回 関西学生女子複合馬術大会 (大阪乗馬協会)

— 9/3 —
女子複合B・馬場馬術競技 (第 3課目 2004 Short) (13人 (Open 1人))
横山 典枝 3 ヒノデロッキー −67.2
瀧本 彩加 3 ポルカドット −68.8
大原 真由美3 アムリタム −72.0
細川 慶子 2 ラプタス −83.6

— 9/4 —
女子複合B・障害飛越競技 (80cm)(12人)
細川 慶子 2 ラプタス −8 (T減)
大原 真由美3 アムリタム −17 (1反抗+T減)
瀧本 彩加 3 ポルカドット E (3反抗)
横山 典枝 3 ヒノデロッキー E (3反抗)

女子複合B・個人成績
6. 大原 真由美 3 アムリタム −89.0
8. 細川 慶子 2 ラプタス −91.6
　　　∗ 表彰は 6位まで

9/3～4 　第 43回 関西学生馬術選手権大会 (大阪乗馬協会)

— 9/3 —
予選 ·部班 (25人)
大高 広道 3 アラミス 近畿大 2位/3人中
川本 陽一 4 千雷 関西大 4位/4人中
　　　∗ 大高は準々決勝に進出
準々決勝 ·学生選手権馬場課目 2000 (16人)
大高 広道 3 メイビートゥルー 甲南大 3位/4人中
　　　∗ 大高は準決勝に進出ならず

10/2 　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)

学生賞典馬場馬術運動課目 2005 (5人)
内田 充洋 4 アポイリージ 51.616% (5位, 511点)

馬場馬術競技第 3課目 2004 Long (17人)
瀧本 彩加 3 京葵 52.963% (着外, 429点)
河瀬 美紀 3 アポイリージ 52.840% (着外, 428点)
川本 陽一 4 ラプタス 49.506% (着外, 401点)

馬場馬術競技第 2課目 2004 (16人 (Open 2人))
西野 嵩啓 1 グローバルマインド 49.608% (着外, 253点)
坪山 紀子 1 アムリタム 46.471% (着外, 237点)
亀田 知佳 1 京葵 45.098% (着外, 230点)

M級D障害飛越競技 (110cm)(18人)
川本 陽一 4 ラプタス −8 (着外, 2落下)

L級B障害飛越競技 (100cm)(29人)
大高 広道 3 グローバルマインド −0 (着外)
内田 充洋 4 ラガー −15 (着外, 2反抗+T減)

80cm障害飛越競技 (27人 (Open 1人))
大原 真由美3 アムリタム −17 (着外, 1反抗 2落下+T減)

M級C障害飛越競技 (120cm)(10人)
川本 陽一 4 ラプタス −8 (着外, 2落下)

11/4～5 　第 48回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会 (馬事公苑)

— 11/4 —
学生賞典馬場馬術競技 (学生賞典馬場馬術運動課目 2005)(39人)

個人成績
30. 内田 充洋 4 アポイリージ 53.515% (883点)

11/5～6 　第 48回 全日本学生賞典総合馬術競技大会 (馬事公苑)

— 11/5 —
調教審査・総合馬場課目ツースター 2002(A) (70人)
内田 充洋 4 ラガー −74.9
川本 陽一 4 ラプタス −77.0

— 11/6 —
耐久審査 (69人)
川本 陽一 4 ラプタス E (No.10で 5反抗)
内田 充洋 4 ラガー E (No.1で 3反抗)

12/11 　第 26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 (15人 (Open 1人))
林 　慎也 1 アポイリージ 51.764% (6位, 264点)
原屋 美里 1 アムリタム 50.980% (着外, 260点)
一ノ関 俊吾1 ダイオウ 47.450% (着外, 242点)
田村 長之 1 京葵 45.098% (Open, 230点)
田村 長之 1 京葵 E (反抗 20秒)

総合馬場課目CICワンスター 2002 (全日学馬連 SA級認定競技) (11人)
河瀬 美紀 3 アポイリージ 53.666% (4位, 322点)

馬場馬術競技第 3課目 2004 Long (13人)
瀧本 彩加 3 京葵 53.703% (6位, 435点)
河瀬 美紀 3 アポイリージ 53.456% (着外, 433点)

80cm障害飛越競技 (40人 (Open 1人))
大原 真由美3 アムリタム −0 (着外)
仁木 哲也 3 ダイオウ −2 (着外, T減)
鈴木 裕司 2 アンチェインド −7 (着外, 1反抗+T減)

100cm障害飛越競技 (25人)
仁木 哲也 3 ダイオウ −0 (着外)


