
2/11 　平成 17年度 関西学生馬術連盟定例総会 (コンベンションルーム・アクスネッツ)

＜平成 17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
飯田 真理恵 平成 17年度総務委員・会計委員

功労馬
　該当馬匹なし

2/25～26 　第 44回 淀馬術競技大会 (JRA京都)

— 2/25 —
馬場馬術競技第 3課目 2004 Long (38人 (Open 4人))
川本 陽一 4 センテニアルウィル 55.309% (2位, 448点)
仁木 哲也 3 ダイオウ 51.975% (着外, 421点)
河瀬 美紀 3 アポイリージ 51.852% (着外, 420点)
大原 真由美3 アムリタム 48.025% (着外, 389点)

馬場馬術競技第 2課目 2004 (25人)
井上 賢一 2 フェイバータッチ 60.196% (1位, 307点)
大高 広道 3 グローバルマインド 50.784% (着外, 259点)
横山 典枝 3 京楓 48.629% (着外, 248点)

L級C障害飛越競技 (80cm)(40人 (Open 6人))
細川 慶子 2 アムリタム −3 (着外, T減)
仁木 哲也 3 ラガー −3 (着外, T減)
大場 康史 2 ラプタス −8 (着外, 2落下)

— 2/26 —
L級B障害飛越競技 (90cm)(30人 (Open 8人))
大原 真由美3 アムリタム −6 (着外, 1落下+T減)

L級A障害飛越競技 (100cm)(27人 (Open 8人))
大高 広道 3 グローバルマインド −5 (着外, 1落下+T減)
大原 真由美3 アムリタム −18 (着外, 2反抗+T減)

M級D障害飛越競技 (110cm)(23人 (Open 2人))
川本 陽一 4 ラプタス −4 (着外, 1落下)
大高 広道 3 グローバルマインド −12 (着外, 3落下)

M級C障害飛越競技 (120cm)(25人)
川本 陽一 4 ラプタス −34 (着外, 1反抗 6落下+T減)

3/4～5 　第 45回 全国七大学総合体育大会 (福岡県馬術競技場)

— 3/4 —
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
川本 陽一 4 クッキー (∗1) 47.407% 3
大高 広道 3 クレオ (∗2) 47.160% 2
仁木 哲也 3 悠飛 (∗3) 46.049% 1

— 3/5 —
第 2競技 障害飛越競技 (100cm)
選手名 馬匹名 減点 タイム 勝点
川本 陽一 4 サンライズクラウン(∗3) 4 68”49 3
仁木 哲也 3 タピー (∗4) 4 65”30 2
大高 広道 3 チビッコダンディ(∗5) 20 82”54 2
　　　∗1: ?、∗2: 自悠学園乗馬クラブ、∗3: 九州大、
　　　∗4: 福岡馬事公苑、∗5: 田中乗馬クラブ

団体優勝 九州大学 　(勝点 14)
団体準優勝 東北大学 　(勝点 13)
団体第 3位 京都大学 　(勝点 13)
＊ 2位から 4位までは対戦での 1位数による。
最優秀選手 畑 　芙容 (九州大)
優秀選手 長村 隆行 (東北大)

川本 陽一 (京都大)

3/19 　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 2課目 2004 (9人、新人戦 4人)
河瀬 美紀 3 鞠小路 52.745% (着外, 269点)
井上 賢一 2 フェイバータッチ 52.549% (着外, 新人戦着外, 268点)
瀧本 彩加 3 京葵 55.000% (着外, 255点)
横山 典枝 3 京楓 46.078% (着外, 235点)

総合馬場馬術課目CICワンスター 2002 (5人)
井上 賢一 2 フェイバータッチ 56.000% (2位, 336点)
　　　∗ 井上は学馬連騎乗者資格B級テストを兼ねる。

80cm障害飛越競技 (14人 (Open 1人))
横山 典枝 3 ジェブロスター E (落馬)

4/1～2 　岡大戦 (京都大学)

— 4/1 —
第 1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. 大原 真由美 京都大 4 京楓 52.099% 勝
2. 清水 隼人 岡山理大 3 ダイオウ 49.012% 敗
3. 唐松 優美 清心 3 センテニアルウィル 51.728% 敗
4. 川原 進太郎 岡山大 3 京楓 49.383% 敗
5. 大場 康史 京都大 3 ダイオウ 49.012% 勝
6. 鈴木 裕司 京都大 3 センテニアルウィル 50.988% 勝

— 4/2 —
第 2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. 唐松 優美 清心 3 アムリタム E (3反抗, 残障害 3) 敗
2. 井上 賢一 京都大 3 ラプタス 1 67”75 勝
3. 川原 進太郎 岡山大 3 ダイオウ 0 64”27 勝
4. 大場 康史 京都大 3 アムリタム E (3反抗, 残障害 1) 勝
5. 清水 隼人 岡山理大 3 ラプタス 4 65”42 敗
6. 細川 慶子 京都大 3 ダイオウ E (3反抗) 敗
　　　∗ アムリタム両者失権のため、残障害数の少ない大場を勝ちとした。

団体優勝 京都大学 (4勝 2敗)
団体準優勝 岡山大学 (2勝 4敗)
馬場優秀選手 大原 真由美 (京都大)
障害優秀選手 川原 進太郎 (岡山大)

4/15～16 　第 29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)

— 4/15 —
学生賞典馬場馬術運動課目 2005 (6人)
河瀬 美紀 4 アポイリージ 52.828% (着外, 523点)

総合馬場馬術課目ツースター 2002B (10人)
仁木 哲也 4 ダイオウ 56.600% (3位, 417点)
川本 陽一 5 ラプタス 52.667% (着外, 395点)

馬場馬術競技第 3課目 2006A (12人)
瀧本 彩加 4 京葵 55.483% (2位, 516点)
川本 陽一 5 センテニアルウィル 55.376% (3位, 515点)
横山 典枝 4 京楓 54.301% (着外, 505点)

L級Cフレンドシップ競技 (80cm)(26人 (Open 2人))
仁木 哲也 4 ダイオウ −0 (3位)
横山 典枝 4 ジェブロスター E (場外)
鈴木 幸之助C ジェブロスター E (Open, 3反抗)

L級Aフレンドシップ競技 (100cm)(27人 (Open 3人))
鈴木 幸之助C ジェブロスター E (3反抗)

— 4/16 —
M級D障害飛越競技 PART2 (110cm)(15人)
大高 広道 4 グローバルマインド −11 (着外, 1反抗 1落下+T減)

M級C障害飛越競技 PART1 (120cm)(6人)
　(ただし表彰は PART1と PART2 合わせて 12人を対象)
川本 陽一 5 ラプタス −4 (着外, 1落下)

L級Bダービー競技 (90cm)(11人)
川本 陽一 5 ラプタス −0 (1位, J.O.−0)
仁木 哲也 4 ラガー −5 (着外, 1反抗+T減)

5/3～5 　第 41回 全関西学生馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 5/2 —
トレーニング障害飛越 (I) (44人)
太田 浩史C ジェブロスター (6飛越)
鈴木 裕司 3 アンチェインド (6飛越+1反抗)
川久保 愛太C アンチェインド (4飛越+1反抗)
太田 浩史C アムリタム (4飛越+2反抗)
川久保 愛太C ダイオウ (4飛越+2反抗)
仁木 哲也 4 ダイオウ (4飛越+2反抗)
　　　＊ 75秒間の自由走行、70～100cmの障害
トレーニング障害飛越 (II) (15人)
川本 陽一 5 ラプタス (6飛越 [1落下]+2反抗)
　　　＊ 75秒間の自由走行、90～120cmの障害

— 5/3 —
学生賞典馬場馬術競技 (学生賞典馬場馬術運動課目 2005)(20人)
河瀬 美紀 4 アポイリージ 53.232% (着外, 527点)
川本 陽一 5 センテニアルウィル 50.707% (着外, 502点)
仁木 哲也 4 ダイオウ 50.000% (着外, 495点)

Lクラス障害飛越競技A (100cm)(66人, 13チーム)
(個人)
大高 広道 4 グローバルマインド −4 (着外, 1落下)
大原 真由美4 アムリタム E (3反抗)

— 5/4 —
Mクラス障害飛越競技C (120cm)(27人, J.O. 5人)
川本 陽一 5 ラプタス −27 (着外, 2反抗 3落下+T減)
大高 広道 4 グローバルマインド E (3反抗)

— 5/5 —
Mクラス障害飛越競技B・II (130cm)(8人)
川本 陽一 5 ラプタス E (2反抗)

団体総合得点
順位 大学名 得点計
1. 関西大学 69点
2. 関西学院大学 39点
3. 京都産業大学 25点
–. 京都大学 0点

　　　∗ 団体表彰は 3位まで

5/3～5 　第 38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 2004) (27人)
坪山 紀子 2 アムリタム 53.725% (着外, 274点)
坪山 紀子 2 アンチェインド 49.608% (着外, 253点)
亀田 知佳 2 京楓 49.020% (着外, 250点)
原屋 美里 2 京葵 47.451% (着外, 242点)

— 5/4 —
女子馬場馬術競技A (学生選手権馬場 2000) (33人)
河瀬 美紀 4 鞠小路 54.848% (着外, 362点)
細川 慶子 3 アポイリージ 54.394% (着外, 359点)
瀧本 彩加 4 京葵 53.030% (着外, 350点)
横山 典枝 4 京楓 50.303% (着外, 332点)
大原 真由美4 アムリタム 48.030% (着外, 317点)

— 5/5 —
女子障害飛越競技 (42人)
大原 真由美4 アムリタム E (落馬)
横山 典枝 4 ジェブロスター 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 38点
2. 甲南大学 14点
3. 関西大学 14点
–. 京都大学 0点

　　　∗ 団体表彰は 3位まで

5/5 　第 37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 (25人, J.O. 7人)
田村 長之 2 ラプタス −4 (着外, 1落下)
林 　慎也 2 グローバルマインド −4 (着外, 1落下)
西野 嵩啓 2 アンチェインド E (落馬)
　　　∗ J.O.は基準表A

5/21 　京都府月例馬術大会 (高宮ライディングパーク)

総合馬場馬術課目ツースター 2005A (5人)
仁木 哲也 4 ダイオウ 53.400% (2位, 267点)
井上 賢一 3 フェイバータッチ 50.200% (着外, 251点)

馬場馬術競技第 2課目 2004 (12人)
井上 賢一 3 フェイバータッチ 52.941% (着外, 180点)
瀧本 彩加 4 グロリオーサ 47.941% (着外, 163点)

80cm障害飛越競技 (80cm)(19人)
鈴木 裕司 3 アンチェインド −8 (着外, 1反抗+T減)

L級B障害飛越競技 (90cm)(17人)
鈴木 裕司 3 アンチェインド E (3反抗)

L級A障害飛越競技 (100cm)(18人 (Open 2人))
鈴木 裕司 3 アンチェインド E (落馬)



6/3～4 　第 49回 関西学生総合馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 6/3 —
調教審査・総合馬場課目ツースター 2005A (21人 (Open 4人))
川本 陽一 5 ラプタス −64.0 (430点)
川本 陽一 5 センテニアルウィル −68.0 (Open, 410点)
仁木 哲也 4 ラガー −69.0 (405点)
仁木 哲也 4 ダイオウ −74.6 (Open, 377点)
井上 賢一 3 フェイバータッチ −74.8 (Open, 376点)
河瀬 美紀 4 鞠小路 −77.6 (Open, 362点)

余力審査 (17人)
川本 陽一 5 ラプタス −50 (2反抗 2落下+T減)
仁木 哲也 4 ラガー E (3反抗)

— 6/4 —
耐久審査 (16人 (Open 3人))
川本 陽一 5 ラプタス −62.0 (2反抗+T減)
仁木 哲也 4 ラガー −74.4 (Open, 2反抗+T減)

個人成績 (＊印は全日本学生の権利獲得)
11. 川本 陽一 5 ラプタス −176.0＊
−. 仁木 哲也 4 ラガー E

7/16～17 　第 41回 関西学生障害馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 7/15 —
トレーニング障害飛越 (36人)
川本 陽一 5 ラプタス (3飛越)
　　　＊ 75秒間の自由走行、100～130cmの障害

— 7/16 —
標準中障害飛越競技・第一走行 (38人)
大高 広道 4 グローバルマインド E (3反抗)

— 7/17 —
標準中障害飛越競技・第二走行 (36人)
大高 広道 4 グローバルマインド E (3反抗)

7/16～17 　第 41回 関西学生馬場馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 7/16 —
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
8. 河瀬 美紀 4 アポイリージ 55.051% (545点)
15. 川本 陽一 5 センテニアルウィル 50.808% (503点)
17. 仁木 哲也 4 ダイオウ 50.505% (500点)
18. 横山 典枝 4 京楓 47.071% (466点)

団体成績
順位 大学名 総得点
1. 京都産業大学 1646点
2. 立命館大学 1635点
3. 京都大学 1548点

— 7/17 —
関西学生馬場馬術競技A (第 3課目 2006A) (14人)
井上 賢一 3 フェイバータッチ 52.043% (着外, 484点)
瀧本 彩加 4 京葵 50.538% (着外, 470点)

関西学生馬場馬術競技B (選手権馬場 2000) (28人)
鈴木 裕司 3 京楓 58.182% (1位, 384点)
河瀬 美紀 4 鞠小路 54.394% (5位, 359点)
大場 康史 3 京楓 54.091% (6位, 357点)
瀧本 彩加 4 グロリオーサ 51.667% (着外, 341点)
大原 真由美4 アムリタム 51.061% (着外, 337点)
細川 慶子 3 京葵 50.909% (着外, 336点)

9/2～3 　第 31回 関西学生女子複合馬術大会 (大阪乗馬協会)

— 9/2 —
女子複合B・馬場馬術競技 (第 2課目 2004) (20人)
細川 慶子 3 グローバルマインド −71.8 (266点)
横山 典枝 4 ジェブロスター −78.8 (242点)

— 9/3 —
女子複合B・障害飛越競技 (80cm)(19人)
細川 慶子 3 グローバルマインド −0
横山 典枝 4 ジェブロスター E (障害間 45秒)

女子複合B・個人成績
8. 細川 慶子 3 グローバルマインド −71.8
　　　∗ 表彰は 6位まで

9/16～18 　第 4回 みっきぃクロスカントリーフェスティバル (三木ホースランドパーク)

— 9/16 —
障害飛越競技 2 (90cm)(17人)
川本 陽一 5 ラプタス 　　　　　−0 (着外)

— 9/17 —
クロスカントリー・ノービス (100cm)(2人)
川本 陽一 5 ラプタス 　　　　　−0 (1位)

— 9/18 —
障害飛越競技 5 (110cm)(5人)
川本 陽一 5 ラプタス 　　　　　−26 (5位, 2反抗 2落下+T減)

9/23～24 　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)

— 9/23 —
馬場馬術競技第 3課目 2006A (12人)
井上 賢一 3 フェイバータッチ 51.613% (着外, 480点)

総合馬場馬術課目CICワンスター 2002 [SA級審査](8人)
鈴木 裕司 3 京楓 55.667% (334点)
細川 慶子 3 京葵 55.500% (333点)
大場 康史 3 ダイオウ 52.333% (314点)
　　　＊ 表彰なし
馬場馬術競技第 2課目 2004 (21人)
大場 康史 3 ダイオウ 42.745% (着外, 218点)
亀田 知佳 2 アポイリージ 42.745% (着外, 218点)

80cmフレンドシップ競技 (80cm)(28人)
鈴木 裕司 3 アンチェインド E (3反抗)
　　　＊ 表彰なし

L級A障害飛越競技 (100cm)(27人 (Open 1人))
細川 慶子 3 グローバルマインド E (3反抗)

SA級障害飛越審査 (110cm)[SA級審査](6人)
細川 慶子 3 グローバルマインド −18 (1反抗 3落下+T減)
　　　＊ 表彰なし

— 9/24 —
ノービス障害飛越競技 (16人 (Open 5人))
中村 暢宏C センテニアルウィル −7 (Open, 1反抗+T減)
平田 紅梨子1 センテニアルウィル −23 (着外, 2反抗+T減)

10/9 　NOSAN杯 第 2回 帯広畜産大学・京都大学・筑波大学定期対抗戦 (帯広畜産大学)

第 1競技 馬場馬術競技 (馬場馬術競技第 2課目 2004)
選手名 所属 馬匹名 得点率 (%) 順位点
田村 長之 京都大 2 柏蒼 51.76% 50
小笠原 佳大 帯畜大 2 柏蒼 48.04% 30
穴倉 菜津子 筑波大 2 柏蒼 45.10% 10
出口 幸太 筑波大 2 零 51.37% 50
檜森 高史 帯畜大 2 零 50.78% 30
西野 嵩啓 京都大 2 零 50.20% 10

第 2競技 障碍飛越競技 (100cm)
選手名 所属 馬匹名 総減点 タイム 順位点
田村 長之 京都大 2 柏華 4 50
檜森 高史 帯畜大 2 柏華 4 30
穴倉 菜津子 筑波大 2 柏華 E 0
小笠原 佳大 帯畜大 2 柏咲 0 50
西野 嵩啓 京都大 2 柏咲 E 20
出口 幸太 筑波大 2 柏咲 E 0
　　　＊ 同一馬匹で 1位 50点 2位30点 3位 10点、なお失権時の順位点は 10点減

団体 1位 帯広畜産大学 (140点)
団体 2位 京都大学 　　(130点)
団体 3位 筑波大学 　　(60点)

最優秀選手 田村 長之 　(京都大)
優秀選手 小笠原 佳大 (帯広畜産大)

出口 幸太 　(筑波大)

11/4～5 　第 49回 全日本学生賞典総合馬術競技大会 (馬事公苑)

— 11/4 —
調教審査・総合馬場課目ツースター 2005A (65人)
川本 陽一 5 ラプタス −76.9

— 11/5 —
耐久審査 (64人)
川本 陽一 5 ラプタス −72.8 (2反抗+T減)

余力審査 (52人)
川本 陽一 5 ラプタス −20 (5落下)

個人成績
36. 川本 陽一 5 ラプタス −169.7

12/10 　第 27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 (24人 (Open 1人))
坪山 紀子 2 京楓 58.529% (2位, 199点)
平田 紅梨子1 京楓 55.000% (4位, 187点)
田村 長之 2 京葵 52.352% (着外, 178点)
西野 嵩啓 2 京葵 51.470% (着外, 175点)
亀田 知佳 2 アポイリージ 47.941% (着外, 163点)
原屋 美里 2 京楓 44.117% (着外, 150点)

馬場馬術競技第 3課目 2006A (15人)
細川 慶子 3 京葵 55.454% (1位, 549点)
井上 賢一 3 フェイバータッチ 52.929% (2位, 524点)
鈴木 裕司 3 京楓 51.414% (5位, 509点)
大場 康史 3 ダイオウ 46.868% (着外, 464点)

部班競技初級 (4チーム)
京都大学馬術部チーム (号令者: 田村 長之 2)
井上 賢一 3 フェイバータッチ
鈴木 裕司 3 アンチェインド
大場 康史 3 ダイオウ

3705点 (3位)
L級C障害飛越競技 (26人)
鈴木 裕司 3 アンチェインド −1 (着外, T減)
井上 賢一 3 ラプタス −3 (着外, T減)
大場 康史 3 ジェブロスター E (3反抗)

100cm障害飛越競技 (22人 (Open 1人))
細川 慶子 3 グローバルマインド −0 (6位)

ノービス障害飛越競技 (20人)
佐々木 彰三1 ラプタス −0 (2位)
鈴木 裕司 3 アンチェインド −0 (5位)
井上 　文 1 グローバルマインド −5 (着外, 1反抗+T減)
大場 康史 3 ジェブロスター −15 (着外, 2反抗+T減)
高辻 賢寛 1 ラプタス E (落馬)


