
2/11～12 　岡大戦 (岡山大学)

— 2/11 —
第 1競技 馬場馬術競技 (馬場馬術競技第 3課目 2006B)

No. 選手名 所属 馬匹名 得点率 勝敗
1. 亀田 知佳 京都大 2 旭悠 47.000% 勝
2. 木村 郁美 岡山大 2 旭耀 44.800% 敗
3. 田村 長之 京都大 2 旭峰 44.200% 勝
4. 岡本 直子 岡山大 2 旭悠 45.600% 敗
5. 西野 嵩啓 京都大 2 旭耀 50.600% 勝
6. 喜多 　佑 岡山理大 2 旭峰 38.200% 敗

— 2/12 —
第 2競技 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. 森本 寛子 就実大 2 旭悠 13 73”72 勝
2. 新谷 友哉 岡山理大 2 旭皇 8 68”56 敗
3. 岡本 直子 岡山大 2 旭峰 R — 敗
4. 田村 長之 京都大 2 旭悠 E — 敗
5. 西野 嵩啓 京都大 2 旭皇 7 64”15 勝
6. 亀田 知佳 京都大 2 旭峰 E — 勝

団体優勝 京都大学 (5勝 1敗)
団体準優勝 岡山大学 (1勝 5敗)
最優秀選手 西野 嵩啓 (京都大)
優秀選手賞は該当者なし

2/17 　平成 18年度 関西学生馬術連盟定例総会 (OMMビル)

＜平成 18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
河瀬 美紀 　平成 18年度女子幹事長・総務委員

功労馬
　該当馬匹なし

2/24～25 　第 45回 淀馬術競技大会 (JRA京都)

— 2/24 —
馬場馬術競技第 2課目 2004 (23人)
坪山 紀子 2 鞠小路 53.824% (3位, 183点)
原屋 美里 2 梅太郎 52.059% (着外, 177点)

馬場馬術競技第 3課目 2006A (36人)
井上 賢一 3 フェイバータッチ 56.162% (3位, 566点)
細川 慶子 3 京葵 52.424% (着外, 519点)
大場 康史 3 ダイオウ 51.818% (着外, 513点)
西野 嵩啓 2 センテニアルウィル 51.515% (着外, 510点)
坪山 紀子 2 京楓 49.091% (着外, 486点)
田村 長之 2 センテニアルウィル 48.283% (着外, 478点)
亀田 知佳 2 アポイリージ 46.364% (着外, 459点)
原屋 美里 2 京葵 E (ベル前入場)

セントジョージ賞典馬場馬術課目2000 (6人)
鈴木 裕司 3 京楓 48.833% (着外, 586点)

— 2/25 —
L級B障害飛越競技 (90cm)(53人)
井上 賢一 3 ラプタス −0 (着外)
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)(43人)
細川 慶子 3 グローバルマインド −0 (着外)
井上 賢一 3 ラプタス −7 (着外, 1反抗+T減)
鈴木 裕司 3 アンチェインド E (3反抗)

M級D障害飛越競技 (110cm)(26人)
細川 慶子 3 グローバルマインド −21 (着外, 1反抗 4落下+T減)

ノービス障害飛越競技 (60cm)(41人)
南部 隆彦K 鞠小路 −0 (3位)
亀田 知佳 2 アンチェインド −0 (5位)
佐々木 彰三1 アンチェインド −0 (着外)
坪山 紀子 2 鞠小路 −0 (着外)
高辻 賢寛 1 ラプタス −4 (着外, 1落下)
井上 　文 1 ラプタス −8 (着外, 1反抗 1落下)

2/24～25 　京都4大学新人戦 (JRA京都)

— 2/24 —
馬場馬術競技第 3課目 2006A (13人)
西野 嵩啓 2 センテニアルウィル 51.515% (2位, 510点)
坪山 紀子 2 京楓 49.091% (着外, 486点)
田村 長之 2 センテニアルウィル 48.283% (着外, 478点)
亀田 知佳 2 アポイリージ 46.364% (着外, 459点)
原屋 美里 2 京葵 E (ベル前入場)
　　　＊淀大会の第 3課目の成績により決定
馬場団体 1位: 京都大学

3/5 　第 1回 関西学生馬術スプリングトライ (大阪乗馬協会)

ノービス障害飛越競技 (60cm)(19人 (Open 5人))
坪山 紀子 2 鞠小路 −1 (6位, T減)

ノービス馬場馬術競技 (第 2課目 2004)(25人 (Open 1人))
平田 紅梨子1 センテニアルウィル 56.863% (3位, 290点)
佐々木 彰三1 センテニアルウィル 55.882% (4位, 285点)
高辻 賢寛 1 京楓 52.941% (着外, 270点)
坪山 紀子 2 鞠小路 50.000% (着外, 255点)
原屋 美里 2 梅太郎 41.569% (Open, 212点)

3/10～11 　第 46回 全国七大学総合体育大会 (京都大学)

— 3/10 —
第 1競技 馬場馬術競技 (第 3課目 2006A)
選手名 馬匹名 成績 勝点
井上 賢一 3 フェイバータッチ 57.171% 5
細川 慶子 3 アポイリージ 51.515% 3
鈴木 裕司 3 センテニアルウィル 54.242% 5

— 3/11 —
第 2競技 障害飛越競技 (100cm)
選手名 馬匹名 減点 タイム 勝点
大場 康史 3 メショウシンリキ (∗) 93 120”00 4
鈴木 裕司 3 グローバルマインド 0 48”48 3
井上 賢一 3 ラプタス 0 55”75 5
　　　∗: 高宮ライディングパーク

団体優勝 京都大学 　(勝点 25)
団体準優勝 東北大学 　(勝点 24)
団体第 3位 北海道大学 (勝点 15)
最優秀選手 井上 賢一 (九州大)
優秀選手 長村 隆行 (東北大)

住江 康晴 (北海道大)

4/7～8 　第 30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)

— 4/7 —
学生賞典馬場馬術運動課目 2005 (7人)
鈴木 裕司 4 京楓 46.666% (着外, 462点)

セントジョージ賞典馬場馬術課目 2000 (4人)
鈴木 裕司 4 京楓 42.833% (514点)
　　　＊ オープン競技 (表彰なし)
総合馬場馬術課目ツースター 2005B (8人)
井上 賢一 4 ラプタス 56.666% (2位, 408点)

馬場馬術競技第 3課目 2006A (11人)
亀田 知佳 3 アポイリージ 51.720% (着外, 481点)

L級Aフレンドシップ (100cm)(34人 (Open 1人))
井上 賢一 4 ラプタス −11 (1反抗+T減)
　　　＊ オープン競技 (表彰なし)

— 4/8 —
M級D障害飛越競技 PART2 (110cm)(16人 (Open 1人))
井上 賢一 4 ラプタス −12 (着外, 3落下)
細川 慶子 4 グローバルマインド −17 (着外, 1反抗 2落下+T減)

M級C障害飛越競技 PART2 (120cm)(7人)
細川 慶子 4 グローバルマインド E (3反抗)

L級Bダービー競技 (90cm)(5人)
井上 賢一 4 ラプタス −17 (3位, 1反抗+T減)

5/2～4 　第 42回 全関西学生馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 5/1 —
トレーニング障害飛越 (I) (36人)
中村 暢宏C 梅太郎 (9飛越)
鈴木 裕司 4 アンチェインド (5飛越+1反抗)
井上 賢一 4 フェイバータッチ (4飛越+2反抗)(1回目)
井上 賢一 4 フェイバータッチ (2飛越+4反抗)(2回目)
坪山 紀子 3 鞠小路 (1飛越+4反抗)
　　　＊ 75秒間の自由走行、70～100cmの障害

— 5/2 —
学生賞典馬場馬術競技 (学生賞典馬場馬術運動課目 2005)(17人)
細川 慶子 4 京葵 46.464% (着外, 460点)
鈴木 裕司 4 京楓 41.717% (着外, 410点)

Lクラス障害飛越競技A (100cm)(62人, 14チーム)
(個人)
細川 慶子 4 グローバルマインド −4 (着外, 1落下)
井上 賢一 4 ラプタス −4 (着外, 1落下)
鈴木 裕司 4 アンチェインド −17 (着外, 1反抗 3落下+T減)

(団体)
京都大学チーム −25 着外
　　　＊ ラプタス、グローバルマインド、アンチェインドの 3頭チームでの
　　　　総減点による。
複合馬術競技 [障害飛越] (115cm) (24人)
井上 賢一 4 ラプタス −4 (1落下)
　　　＊ 上位 15頭による馬場馬術に残れず。

— 5/3 —
Mクラス障害飛越競技D (110cm)(32人 (Open 4人), J.O. 4人)
細川 慶子 4 グローバルマインド −4 (着外, 1落下)
井上 賢一 4 ラプタス −4 (着外, 1落下)

— 5/4 —
Lクラス障害飛越競技B (90cm)(25人)
鈴木 裕司 4 アンチェインド −4 (6位, 1落下)
大場 康史 4 梅太郎 −4 (着外, 1落下)
田村 長之 3 ラプタス E (経路違反)

団体総合得点
順位 大学名 得点計
1. 関西大学 72点
2. 関西学院大学 59点
3. 立命館大学 21点
10. 京都大学 1点
　　　∗ 団体表彰は 3位まで

5/2, 4 　第 38回 関西学生新人馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 5/2 —
新人馬場馬術競技 (第 2課目 2004)(40人)
平田 紅梨子2 京楓 56.470% (7位, 288点, 総合観察 68点)
佐々木 彰三2 センテニアルウィル 56.470% (8位, 288点, 総合観察 67点)
高辻 賢寛 2 アポイリージ 55.098% (281点)
井上 　文 2 センテニアルウィル 53.725% (274点)
荒木 のりこ 2 アポイリージ 43.921% (224点)

馬場団体成績
順位 大学名 得点計
1. 関西学院大学 44点
2. 京都大学 20点
3. 大阪市立大学 6点

— 5/4 —
新人障害飛越競技 (90cm)(36人, J.O. 11人)
佐々木 彰三2 梅太郎 −0 (9位, J.O.−4; 1落下)
井上 　文 2 グローバルマインド −0 (10位, J.O.−8; 2落下)
高辻 賢寛 2 グローバルマインド −4 (着外, 1落下)
平田 紅梨子2 ラプタス −8 (着外, 2落下)
　　　∗ J.O.は基準表A
障害団体成績
順位 大学名 得点計
1. 関西学院大学 30点
2. 大阪府立大学 26点
3. 同志社大学 　 19点
4. 京都大学 13点

　　　∗ 団体表彰は 3位まで

2種目総合団体成績
順位 大学名 順位合計
1. 関西学院大学 2点
2. 京都大学 6点



5/27 　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 2006A (10人)
井上 賢一 4 フェイバータッチ 55.151% (着外, 546点)
鈴木 裕司 4 京楓 54.646% (着外, 541点)

ノービス障害飛越競技 (60cm)(13人)
坪山 紀子 3 鞠小路 −2 (着外, T減)
原屋 美里 3 梅太郎 −2 (着外, T減)
西野 嵩啓 3 アナスターシャ −3 (着外, T減)

80cm障害飛越競技 (80cm)(9人)
井上 賢一 4 フェイバータッチ −2 (3位, T減)

L級B障害飛越競技 (90cm)(12人 (Open 1人))
鈴木 裕司 4 アンチェインド −7 (3位, 1反抗+T減)
大場 康史 4 ジェブロスター −20 (着外, 2反抗+T減)
井上 賢一 4 フェイバータッチ −27 (着外, 2反抗 2落下+T減)

L級A障害飛越競技 (100cm)(9人)
鈴木 裕司 4 アンチェインド −11 (着外, 1反抗 1落下+T減)
大場 康史 4 ジェブロスター −17 (着外, 1反抗 1落下+T減)

M級D障害飛越競技 (110cm)(7人 (Open 2人))
細川 慶子 4 グローバルマインド −0 (1位)

M級C障害飛越競技 (120cm)(2人)
細川 慶子 4 グローバルマインド −8 (2位, 2落下)

6/2～3 　第 50回 関西学生総合馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 6/2 —
調教審査・総合馬場課目ツースター 2005B (15人)
井上 賢一 4 ラプタス −62.3 (421点, 58.472%)

余力審査 (15人)
井上 賢一 4 ラプタス −24 (1反抗 1落下+T減)

— 6/3 —
耐久審査 (9人 (Open 1人))
井上 賢一 4 ラプタス −46 (1反抗+T減)

個人成績 (＊印は全日本学生の権利獲得)
7. 井上 賢一 4 ラプタス −132.3＊

6/2～3 　第 39回 関西学生女子自馬大会 (三木ホースランドパーク)

— 6/3 —
女子馬場馬術競技A (学生選手権馬場 2000) (15人)
亀田 知佳 3 アポイリージ 47.878% (着外, 316点)

女子馬場馬術競技B (第 2課目 2004) (13人)
坪山 紀子 3 鞠小路 52.941% (5位, 270点 (主審総合観察 22点))
平田 紅梨子2 センテニアルウィル 52.941% (6位, 270点 (主審総合観察 20点))
井上 　文 2 京楓 52.745% (8位, 269点)
荒木 のりこ 2 京楓 43.333% (着外, 221点)

団体総合得点
順位 大学名 得点計
1. 立命館大学 32点
2. 大阪体育大学 20点
3. 関西学院大学 19点
7. 京都大学 3点

　　　∗ 団体表彰は 3位まで

6/17～18 　京都府月例馬術大会 (高宮ライディングパーク)

— 6/17 —
セントジョージ賞典馬場馬術課目2000 (6人)
鈴木 裕司 4 京楓 46.333% (着外, 556点)

馬場馬術競技第 3課目 2000 (8人)
亀田 知佳 3 アポイリージ 53.232% (着外, 527点)
井上 賢一 4 フェイバータッチ 52.727% (着外, 522点)

馬場馬術競技第 2課目 2004 (9人 (Open 1人))
佐々木 彰三2 フェイバータッチ 57.254% (Open, 292点)
高辻 賢寛 2 センテニアルウィル 49.014% (着外, 250点)
西野 嵩啓 3 アナスターシャ 47.254% (着外, 241点)
荒木 のりこ 2 京楓 46.862% (着外, 239点)
佐々木 彰三2 フェイバータッチ E (場外)

L級Cフレンドシップ (80cm)(15人)
南部 隆彦K 鞠小路 −0
坪山 紀子 3 鞠小路 −0 (Open)
坪山 紀子 3 鞠小路 −6 (1反抗+T減)
井上 賢一 4 フェイバータッチ −12 (1反抗 1落下+T減)
　　　＊ オープン競技 (表彰なし)

— 6/18 —
L級B障害飛越競技 (90cm)(12人)
鈴木 裕司 4 アンチェインド −0 (3位)

L級A障害飛越競技 (100cm)(7人)
鈴木 裕司 4 アンチェインド −0 (2位)

M級D障害飛越競技 (110cm)(9人 (Open 1人))
井上 賢一 4 ラプタス −13 (着外, 1反抗 2落下+T減)
鈴木 裕司 4 アンチェインド E (3反抗)
細川 慶子 4 グローバルマインド E (3反抗)
大場 康史 4 ジェブロスター E (3反抗)

M級C障害飛越競技 (120cm)(7人)
井上 賢一 4 ラプタス −11 (着外, 1反抗 1落下+T減)
細川 慶子 4 グローバルマインド E (3反抗)

7/15～16 　第 42回 関西学生障害馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 7/14 —
トレーニング障害飛越 (37人)
井上 賢一 4 ラプタス (1反抗 4飛越)
　　　＊ 75秒間の自由走行、100～130cmの障害

— 7/15 —
標準中障害飛越競技・第一走行 (36人)
井上 賢一 4 ラプタス −17 (1反抗 2落下+T減)
細川 慶子 4 グローバルマインド E (2反抗)

— 7/16 —
標準中障害飛越競技・第二走行 (29人)
井上 賢一 4 ラプタス E (2反抗)

個人成績 (＊印は全日本学生の権利獲得)
25. 井上 賢一 4 ラプタス −517 ＊

7/15～16 　第 42回 関西学生馬場馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 7/15 —
セントジョージ賞典馬場馬術競技 (セントジョージ賞典馬場馬術課目 2000)(15人)

個人成績
8. 鈴木 裕司 4 京楓 49.000% (980点)
14. 細川 慶子 4 京葵 42.050% (841点)

— 7/16 —
関西学生馬場馬術競技A (第 3課目 2006A) (15人)
西野 嵩啓 3 京楓 55.252% (3位, 547点)
田村 長之 3 京葵 50.606% (着外, 501点 (総合観察 124点))
亀田 知佳 3 アポイリージ 50.606% (着外, 501点 (総合観察 120点))

関西学生馬場馬術競技B (選手権馬場 2000) (28人)
平田 紅梨子2 京葵 52.575% (着外, 347点 (総合観察 82点))
高辻 賢寛 2 アポイリージ 52.575% (着外, 347点 (総合観察 80点))
井上 　文 2 京楓 51.515% (着外, 340点)
佐々木 彰三2 センテニアルウィル 35.000% (着外, 231点)

9/8～9 　NOSAN杯 第 3回 帯広畜産大学・京都大学・筑波大学定期対抗戦 (京都大学)

— 9/8 —
第 1競技 馬場馬術競技 (学生選手権馬場 2000)

No. 選手名 所属 馬匹名 得点率 (%) 順位点
1. 池田 　瞳 　 帯畜大 2 京葵 50.758% 10
2. 堤 　由香子 帯畜大 2 京楓 50.303% 50
3. 石田 淑子 　 帯畜大 2 センテニアルウィル 52.727% 50
4. 佐々木 彰三 京都大 2 京葵 　 54.545% 30
5. 村松 義昭 　 筑波大 2 京楓 46.969% 10
6. 野澤 　寛 　 筑波大 2 センテニアルウィル 51.515% 30
7. 山本 七恵 　 筑波大 2 京葵 55.909% 50
8. 平田 紅梨子 京都大 2 京楓 47.121% 30
9. 荒木 のりこ 京都大 2 センテニアルウィル 39.696% 10

— 9/9 —
第 2競技 障害飛越競技 (80cm)

No. 選手名 所属 馬匹名 総減点 タイム 順位点
1. 佐々木 彰三 京都大 2 ラプタス 　 4 37”65 50
2. 村松 義昭 　 筑波大 2 グローバルマインド 0 39”15 30
3. 山本 七恵 　 筑波大 2 アンチェインド 14 65”65 30
4. 野澤 　寛 　 筑波大 2 ラプタス 4 40”40 30
5. 池田 　瞳 　 帯畜大 2 グローバルマインド 4 39”29 10
6. 井上 　文 　 京都大 2 アンチェインド 　 5 42”19 50
7. 石田 淑子 　 帯畜大 2 ラプタス 　 E — 0
8. 高辻 賢寛 　 京都大 2 グローバルマインド 0 37”40 50
9. 堤 　由香子 帯畜大 2 アンチェインド 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 京都大学 　　(220点)
団体 2位 筑波大学 　　(180点)
団体 3位 帯広畜産大学 (120点)

最優秀選手 高辻 賢寛 (京都大)
優秀選手 石田 淑子 (帯広畜産大)

山本 七恵 (筑波大)

10/31～11/1 　第 57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 (97人)
井上 賢一 4 ラプタス E (2反抗)
　　　∗ 個人参加のため第二走行の出場権利得られず

11/3～4 　第 50回 全日本学生賞典総合馬術競技大会 (馬事公苑)

— 11/3 —
調教審査・総合馬場課目ツースター 2005B (66人)
井上 賢一 4 ラプタス −75.1

— 11/4 —
耐久審査 (64人)
井上 賢一 4 ラプタス −201.8 (3反抗 1落馬+T減)

余力審査 (53人)
井上 賢一 4 ラプタス −12 (3落下)

個人成績
45. 井上 賢一 4 ラプタス −288.9

12/2 　第 28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 (18人)
平野 滋章 1 アポイリージ 51.568% (着外, 263点)
荒木 のりこ 2 アポイリージ 49.215% (着外, 251点)
田宮 　亮 1 京葵 48.431% (着外, 247点)
飯田 　亨 1 ラプタス 47.254% (着外, 241点)
阿達 七海 1 京楓 44.901% (着外, 229点)
八木 春樹 1 京楓 43.921% (着外, 224点)
坂田 ゆず 1 京葵 43.333% (着外, 221点)

馬場馬術競技第 3課目 2006A (9人)
坪山 紀子 3 京葵 53.535% (着外, 530点)

総合馬場課目ワンスター 2005A (SA級認定競技) (10人)
西野 嵩啓 3 センテニアルウィル 61.428% (1位, 387点)
亀田 知佳 3 京楓 56.507% (着外, 356点)
田村 長之 3 センテニアルウィル 56.031% (着外, 353点)
坪山 紀子 3 京葵 54.603% (着外, 344点)

部班競技初級 (3チーム)
京都大学馬術部チーム (号令者: 田村 長之 3)
亀田 知佳 3 京楓
高辻 賢寛 2 アンチェインド
西野 嵩啓 3 センテニアルウィル

45.151 % (3位)
L級C障害飛越競技 (80cm)(26人)
田村 長之 3 ラプタス −0 (着外)
鈴木 裕司 4 アンチェインド −0 (着外)
高辻 賢寛 2 アンチェインド −4 (着外, 1落下)

L級A障害飛越競技 (100cm)(14人)
坪山 紀子 3 グローバルマインド −27 (着外, 2反抗 2落下+T減)

M級D障害飛越競技 (110cm)(SA級認定競技)(9人 (Open 2人), J.O. 2人)
西野 嵩啓 3 ラプタス −0 (2位, J.O.−4;1落下)
田村 長之 3 ラプタス −1 (3位, T減)
坪山 紀子 3 グローバルマインド −14 (Open, 2反抗+T減)
坪山 紀子 3 グローバルマインド E (3反抗)

ノービス障害飛越競技 (60cm)(7人)
大林 　薫 1 グローバルマインド −2 (着外, T減)


