
1/19 　日本馬術連盟功労者・功労馬表彰 (グランドプリンスホテル新高輪)

平成 19年度表彰 功労馬
　アポイリージ

2/16 　平成 19年度 関西学生馬術連盟定例総会 (アクスネッツ梅田)

＜平成 19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
井上 賢一 　平成 19年度幹事長・会計委員

功労馬
　アポイリージ、グローバルマインド

3/3 　第 2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))
平田 紅梨子2 鞠小路 −3 (5位, 早着T減)
佐々木 彰三2 フェイバータッチ −6 (着外, 1反抗+T減)

Lクラス障害飛越競技C (80cm)(29人 (Open 14人))
坪山 紀子 3 駒王丸 −0 (Open)
南部 隆彦K 鞠小路 −1 (Open, 早着T減)
平田 紅梨子2 鞠小路 −6.5 (8位, 1落下+早着T減)
西野 嵩啓 3 ジェブロスター E (Open, 3反抗)
高辻 賢寛 2 アンチェインド E (障害間 45秒)

Lクラス障害飛越競技A (100cm)(20人 (Open 2人))
坪山 紀子 3 駒王丸 −4 (着外, 1落下)

ノービス馬場馬術競技 (第 2課目 2004)(25人 (Open 2人))
荒木 のりこ 2 アポイリージ 53.137% (5位, 271点)
高辻 賢寛 2 アンチェインド 51.176% (着外, 261点)
坂田 ゆず 1 京楓 50.196% (着外, 256点)
山崎 　茜 1 京楓 43.529% (着外, 222点)
西村 優希 1 京葵 E (主審判断で中止)
中村 暢宏C ダイオウ E (Open, 反抗 20秒)

3/25 　平成 19年度 京都大学体育会スポーツ表彰 (百周年時計台記念館)

体育会会長賞
　井上 賢一 4

3/29～30 　岡大戦 (京都大学)

— 3/29 —
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 勝敗
1. 杉森 左也佳 岡山大 2 京葵 50.151% 勝
2. 高瀬 祥多 岡山大 2 京楓 52.272% 勝
3. 平田 紅梨子 京都大 2 センテニアルウィル 52.575% 敗
4. 高辻 賢寛 京都大 2 京葵 跛行E 敗
5. 荒木 のりこ 京都大 2 京楓 45.909% 敗
6. 佐藤 優光 岡山大 2 センテニアルウィル 53.484% 勝

— 3/30 —
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. 井上 　文 京都大 2 駒王丸 E — 敗
2. 高瀬 祥多 岡山大 2 ラプタス 0 67”78 敗
3. 佐々木 彰三 京都大 2 鞠小路 4 83”95 勝
4. 杉森 左也佳 岡山大 2 駒王丸 E — 勝
5. 平田 紅梨子 京都大 2 ラプタス 0 66”95 勝
6. 岡 　達也 岡山理大 2 鞠小路 E — 敗

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)
最優秀選手 高瀬 祥多 　(岡山大)
優秀選手 平田 紅梨子 (京都大)

4/5～6 　第 47回 全国七大学総合体育大会 (東北大学)

— 4/5 —
第 1競技 馬場馬術競技 (学生選手権馬場 2000)
選手名 馬匹名 成績 勝点
西野 嵩啓 4 ラスティー 51.515% 1
田村 長之 4 杜円舞 49.090% 3
亀田 知佳 4 ラ・カスターニャ 38.787% 1

— 4/6 —
第 2競技 障害飛越競技 (100cm)
選手名 馬匹名 減点 タイム 勝点
西野 嵩啓 4 ラ・カスターニャ 143 162”00 5
佐々木 彰三3 コルリニア (∗) 167 162”00 3
田村 長之 4 オレゴングレート 0 67”10 5
　　　∗: 山形馬事センター

団体優勝 東北大学 (勝点 20(馬場 13、障害 7))
団体準優勝 東京大学 (勝点 20(馬場 11、障害 9))
団体第 3位 京都大学 (勝点 18(馬場 5、障害 13))
総合得点が同一の場合、馬場の得点が高い方を上位とする。
最優秀選手 高橋 範行 (東北大)
優秀選手 唐津 健輔 (東京大)

田村 長之 (京都大)

4/19～20 　第 12回 千玄室チャリティーホースショウ・平成 19年度京都 4大学新人戦・
　第 31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)

— 4/19 —
ヤングライダー予選競技馬場馬術課目 (6人)
坪山 紀子 4 京葵 46.759% (3位, 505点)
亀田 知佳 4 京楓 45.462% (着外, 491点)

馬場馬術競技第 3課目 2006A (19人, 新人戦 8人)
中村 暢宏C ダイオウ 48.686% (着外, 482点)
井上 　文 3 京葵 48.484% (着外, 480点, 新人戦 1位)
原屋 美里 4 ダイオウ 36.060% (着外, 357点)

馬場馬術競技第 2課目 2004 (14人)
荒木 のりこ 3 アポイリージ 49.019% (着外, 250点)
西村 優希 2 京楓 49.019% (着外, 250点)
井上 　文 3 アナスターシャ 46.666% (着外, 238点)

L級Cフレンドシップ (80cm)(21人)
西野 嵩啓 4 ジェブロスター −0
平田 紅梨子3 鞠小路 −5 (1落下+T減)
坪山 紀子 4 駒王丸 −8 (2落下)
森野 悠樹 2 ラプタス −12 (2反抗+T減)
佐々木 彰三3 フェイバータッチ E (3反抗)
　　　＊ 表彰なし

L級Aフレンドシップ (100cm)(25人)
坪山 紀子 4 駒王丸 −0
佐々木 彰三3 フェイバータッチ −4 (1落下)
西野 嵩啓 4 ジェブロスター −4 (1落下)
鈴木 幸之助C フェイバータッチ −11 (2反抗+T減)
田村 長之 4 ラプタス E (3反抗)
　　　＊ 表彰なし

— 4/20 —
L級A障害飛越競技 (100cm)(23人)
田村 長之 4 ラプタス −4 (着外, 1落下)

M級D障害飛越競技 PART2 (110cm)(14人 (Open 1人))
田村 長之 4 ラプタス E (3反抗)
坪山 紀子 4 駒王丸 E (経路違反)
坪山 紀子 4 駒王丸 E (Open, 3反抗)

L級C障害飛越競技 (80cm)(25人)
鈴木 幸之助C アナスターシャ −1 (着外, T減)
平田 紅梨子3 鞠小路 E (3反抗)

L級Bダービー競技 (90cm)(7人)
西野 嵩啓 4 ジェブロスター −6 (3位, 1反抗+T減)
鈴木 幸之助C 鞠小路 E (3反抗)

5/5～7 　第 43回 全関西学生馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 5/5 —
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)
亀田 知佳 4 京楓 50.808% (着外, 503点)
坪山 紀子 4 京葵 46.060% (着外, 456点)

Lクラス障害飛越競技A (100cm)(66人, 17チーム)
(個人)
田村 長之 4 ラプタス E (3反抗)
坪山 紀子 4 駒王丸 E (落馬)
西野 嵩啓 4 ジェブロスター E (3反抗)

(団体)
京都大学チーム
　　　＊ ラプタス、駒王丸、ジェブロスターのチームで
　　　　3頭完走せず、チーム成績なし。
複合馬術競技 [障害飛越] (115cm) (28人)
田村 長之 4 ラプタス −10 (2落下+T減)
坪山 紀子 4 駒王丸 E (落馬)
　　　＊ 田村は上位 15頭による馬場馬術に残れず。

— 5/6 —
Mクラス障害飛越競技D (110cm)(29人 (Open 1人), J.O. 9人)
田村 長之 4 ラプタス −16 (着外, 1反抗 2落下+T減)
坪山 紀子 4 駒王丸 E (障害間 45秒)

— 5/7 —
Lクラス障害飛越競技B (90cm)(28人)
高辻 賢寛 3 アンチェインド E (落馬)
平田 紅梨子3 鞠小路 E (3反抗)

団体総合得点
順位 大学名 得点計
1. 関西大学 75点
2. 関西学院大学 75点
3. 同志社大学 29点
– 京都大学 0点

　　　＊ 1、2位は上位順位別得点の数により決定。

5/5, 7 　第 39回 関西学生新人馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 5/5 —
新人馬場馬術競技 (第 2課目 2004)(42人)
高田 展充 2 京葵 53.137% (着外, 271点)
飯田 　亨 2 センテニアルウィル 50.000% (着外, 255点)
大林 　薫 2 京楓 49.803% (着外, 254点)
荒瀬 智之 2 京葵 46.666% (着外, 238点)
西村 優希 2 京楓 43.725% (着外, 223点)
山崎 　茜 2 アポイリージ 41.372% (着外, 211点)
平野 滋章 2 センテニアルウィル 31.372% (着外, 160点)

馬場団体成績
順位 大学名 得点計
1. 京都産業大学 40点
2. 関西学院大学 34点
3. 同志社大学 16点
5. 京都大学 2点

　　　∗ 団体表彰は 3位まで
— 5/7 —
新人障害飛越競技 (90cm)(35人, J.O. 10人)
田宮 　亮 2 駒王丸 −8 (着外, 2落下)
森本 泰匡 2 駒王丸 −13 (着外, 1反抗 1落下+T減)
森野 悠樹 2 鞠小路 E (落馬)
坂田 ゆず 2 ラプタス E (3反抗)
八木 春樹 2 ラプタス E (落馬)

6/1 　京都府月例馬術大会 (京都産業大学)

ヤングライダー予選競技馬場馬術課目 (7人)
亀田 知佳 4 京楓 46.481% (着外, 502点)
坪山 紀子 4 京葵 45.370% (着外, 490点)

馬場馬術競技第 3課目 2006A (11人)
原屋 美里 4 ダイオウ 46.363% (着外, 459点)
荒木 のりこ 3 アポイリージ 44.343% (着外, 439点)

L級C障害飛越競技 (80cm)(18人 (Open 1人))
平田 紅梨子3 鞠小路 −2 (着外, T減)
高辻 賢寛 3 アンチェインド −10 (着外, 1反抗+T減)

6/14～15 　第 51回 関西学生総合馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 6/14 —
調教審査・総合馬場課目ツースター 2005B (19人)
西野 嵩啓 4 ジェブロスター −66.4 (401点, 55.694%)
坪山 紀子 4 駒王丸 −70.6 (381点, 52.916%)
田村 長之 4 ラプタス −74.8 (361点, 50.138%)

余力審査 (17人)
坪山 紀子 4 駒王丸 −24 (6落下)
田村 長之 4 ラプタス −27 (1反抗 1落下+T減)
西野 嵩啓 4 ジェブロスター E (2反抗)

— 6/15 —
耐久審査 (17人 (Open 2人))
田村 長之 4 ラプタス −19.6 (T減)
西野 嵩啓 4 ジェブロスター −115.6 (Open, 3反抗+T減)
坪山 紀子 4 駒王丸 E (3反抗)

個人成績 (＊印は全日本学生の権利獲得)
10. 田村 長之 4 ラプタス −121.4＊
– 西野 嵩啓 4 ジェブロスター −1000 ＊
– 坪山 紀子 4 駒王丸 −1000

　　　∗ 西野は失権ながら理事会推薦で選出
団体成績
順位 大学名 減点計
1. 関西大学 246.1
2. 関西学院大学 315.0
3. 京都大学 2121.4



6/14～15 　第 40回 関西学生女子自馬大会 (三木ホースランドパーク)

— 6/14 —
女子障害飛越競技B (80cm) (16人)
平田 紅梨子3 鞠小路 −1 (4位, T減)

— 6/15 —
女子馬場馬術競技A (学生選手権馬場 2000) (19人)
平田 紅梨子3 京葵 53.636% (7位, 354点)
荒木 のりこ 3 アポイリージ 51.212% (着外, 338点)

女子馬場馬術競技B (第 2課目 2004) (25人)
山崎 　茜 2 京楓 51.372% (着外, 262点)
井上 　文 3 ダイオウ 38.039% (着外, 194点)

団体総合得点
順位 大学名 得点計
1. 関西学院大学 66点
2. 大阪市立大学 16点
3. 京都産業大学 14点
6. 京都大学 4点

　　　∗ 団体表彰は 3位まで

7/20～21 　第 43回 関西学生障害馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 7/19 —
トレーニング障害飛越 (36人)
坪山 紀子 4 駒王丸 (9飛越 8落下)
　　　＊ 75秒間の自由走行、100～130cmの障害

— 7/20 —
標準中障害飛越競技・第一走行 (38人)
坪山 紀子 4 駒王丸 E (落馬)

— 7/21 —
標準中障害飛越競技・第二走行 (37人)
坪山 紀子 4 駒王丸 E (2反抗)

個人成績 (＊印は全日本学生の権利獲得)
–. 坪山 紀子 4 駒王丸 −1000 ＊
　　　∗ 坪山は失権ながら理事会推薦で選出

7/20～21 　第 43回 関西学生馬場馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 7/20 —
ヤングライダー馬場馬術競技 (ヤングライダー予選競技馬場馬術課目)(21人)

個人成績
12. 亀田 知佳 4 京楓 51.333% (924点)
14. 坪山 紀子 4 京葵 49.500% (891点)

— 7/21 —
関西学生馬場馬術競技A (第 3課目 2006A) (12人 (Open 1人))
高辻 賢寛 3 京楓 52.929% (5位, 524点)
荒木 のりこ 3 アポイリージ 48.383% (着外, 479点)
原屋 美里 4 ダイオウ 47.272% (Open, 468点)

関西学生馬場馬術競技B (選手権馬場 2000) (19人)
高田 展充 2 京葵 52.575% (5位, 347点)
井上 　文 3 ダイオウ 45.000% (着外, 297点)

9/6～7 　第 33回 関西学生女子複合馬術大会 (大阪乗馬協会)

— 9/6 —
女子複合A・馬場馬術競技 (選手権馬場 2000) (14人)
坪山 紀子 4 駒王丸 −74.1

女子複合B・馬場馬術競技 (第 2課目 2004) (16人)
平田 紅梨子3 鞠小路 −70.5
坂田 ゆず 2 駒王丸 −78.8

— 9/7 —
女子複合B・障害飛越競技 (80cm)(16人)
平田 紅梨子3 鞠小路 −8 (2落下)
坂田 ゆず 2 駒王丸 −20 (1落下+T減)

女子複合A・障害飛越競技 (110cm)(14人)
坪山 紀子 4 駒王丸 −13 (1落下+T減)

女子複合A・個人成績
8. 坪山 紀子 3 駒王丸 − 87.1

女子複合B・個人成績
8. 平田 紅梨子 3 鞠小路 −78.5
12. 坂田 ゆず 2 駒王丸 −98.8

9/6～7 　第 46回 関西学生馬術選手権大会 (大阪乗馬協会)

— 9/6 —
予選 ·部班 (26人)
田村 長之 4 月瑤 関学大 3位/4人中
西野 嵩啓 4 キャンティ 同志社大 3位/3人中
佐々木彰三3 センテニアルウィル 京都大 3位/3人中
　　　∗ 田村は各ブロック 3位選手間の抽選で準々決勝に進出
準々決勝 ·学生選手権馬場課目 2000 (16人)
田村 長之 4 凌耀 神戸大 4位/4人中
　　　∗ 準決勝に進出できず

9/6～7 　第 44回 関西学生馬術選手権大会 (大阪乗馬協会)

— 9/6 —
予選 ·部班 (17人)
坪山 紀子 4 サナ 同志社大 2位/3人中
平田 紅梨子3 浪若葉 大阪府大 3位/3人中
　　　∗ 準決勝に進出できず

9/13～15 　NOSAN杯 第 4回 帯広畜産大学・京都大学・筑波大学定期対抗戦 (筑波大学)

— 9/14 —
(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 (%) 順位点
1. 森本 泰匡 京都大 2 桐鳳 48.627% 10
2. 加藤 珠美 帯畜大 2 桐鳳 54.509% 30
3. 松井 彰宏 筑波大 2 桐鳳 55.098% 50

馬場馬術競技第 3課目 2006B
No. 選手名 所属 馬匹名 得点率 (%) 順位点
1. 鈴木 康浩 帯畜大 2 エースグラツェフェルト 46.933% 10
2. 荒瀬 智之 京都大 2 エースグラツェフェルト 54.133% 50
3. 木村 弥瑛 筑波大 2 エースグラツェフェルト 50.133% 30

馬場馬術競技第 3課目 2006A
No. 選手名 所属 馬匹名 得点率 (%) 順位点
1. 佐々木 彰三 京都大 3 バーボンカントリー 53.434% 30
2. 吉田 英里子 筑波大 2 バーボンカントリー 53.434% 50
3. 加藤 慎太 帯畜大 3 バーボンカントリー 48.181% 10

— 9/15 —
(障害飛越競技)
80cm障害飛越競技

No. 選手名 所属 馬匹名 総減点 タイム 順位点
1. 吉田 英里子 筑波大 2 光輝 0 58”40 50
2. 森本 泰匡 京都大 2 光輝 0 62”90 10
3. 加藤 珠美 帯畜大 2 光輝 0 59”90 30

90cmダービー競技
No. 選手名 所属 馬匹名 総減点 タイム 順位点
1. 藤田 紘一 筑波大 2 優紫 4 59”27 30
2. 飯田 　亨 京都大 2 優紫 0 60”64 50
3. 鈴木 康浩 帯畜大 2 優紫 12 58”78 10

100cmダービー競技
No. 選手名 所属 馬匹名 総減点 タイム 順位点
1. 東 　謙太 筑波大 3 メインテーブル 4 89”02 50
2. 高辻 賢寛 京都大 3 メインテーブル 8 95”28 30
3. 加藤 慎太 帯畜大 3 メインテーブル E — 10

　　　＊ 同一馬匹で 1位 50点 2位30点 3位 10点

団体 1位 筑波大学 　　(260点)
団体 2位 京都大学 　　(180点)
団体 3位 帯広畜産大学 (100点)

最優秀選手 吉田 英里子 (筑波大)
優秀選手 荒瀬 智之 　(京都大)

加藤 珠美 　(帯広畜産大)

9/22～23 　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)

— 9/22 —
総合馬場課目ツースター 2005B (6人)
佐々木 彰三3 フェイバータッチ 53.888% (1位, 388点)
西野 嵩啓 4 ジェブロスター 53.055% (2位, 382点)

馬場馬術競技第 3課目 2006A (13人)
佐々木 彰三3 フェイバータッチ 54.040% (2位, 535点)
荒木 のりこ 3 京葵 47.575% (着外, 471点)

馬場馬術競技第 2課目 2004 (24人)
塩田 嶺明 1 センテニアルウィル 60.000% (2位, 306点)
荒瀬 智之 2 センテニアルウィル 53.529% (着外, 273点)
山崎 　茜 2 京葵 51.568% (着外, 263点)
浅田 大輝 1 京葵 48.823% (着外, 249点)
大江 真依子1 京楓 47.647% (着外, 243点)

L級Cフレンドシップ (80cm)(23人)
八木 春樹 2 アンチェインド −4 (1落下)
　　　＊ オープン競技 (表彰なし)

L級Aフレンドシップ (100cm)(20人)
西野 嵩啓 4 ジェブロスター −12 (2落下+T減)
田村 長之 4 ラプタス −13 (2落下+T減)
　　　＊ オープン競技 (表彰なし)

— 9/23 —
L級C障害飛越競技 (80cm)(26人 (Open 2人))
八木 春樹 2 アンチェインド −8 (着外, 2落下)
高辻 賢寛 3 アナスターシャ −1 (着外, T減)
鈴木 幸之助C アナスターシャ −3 (着外, T減)

L級A障害飛越競技 (100cm)(10人)
田村 長之 4 ラプタス −7 (着外, 1落下+T減)
鈴木 幸之助C アナスターシャ E (経路違反)

M級D障害飛越競技 (110cm)(13人)
西野 嵩啓 4 ジェブロスター E (3反抗)

ノービス障害飛越競技 (60cm)(14人)
乾 　駿一郎1 アンチェインド −4 (着外, 1落下)

10/12 　2008-2009 総合馬術ホーストライアルシリーズ (馬事公苑)

Cクラス・障害飛越競技 (105cm) (33人)
田村 長之 4 ラプタス −16 (3落下+T減)

Cクラス・クロスカントリー (29人)
田村 長之 4 ラプタス E (3反抗)

11/1～2 　第 58回 全日本学生賞典障害飛越競技大会 (馬事公苑)

— 10/31 —
トレーニング障害飛越 (89人)
坪山 紀子 4 駒王丸 (4飛越)
　　　＊ 60秒間の自由走行、110～130cmの障害

— 11/1 —
学生賞典障害飛越競技・第一走行 (91人)
坪山 紀子 4 駒王丸 E (2反抗)
　　　＊: 坪山は個人参加のため第二走行に出場できず。

11/4～5 　第 51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 2005B (68人)
田村 長之 4 ラプタス −70.8
西野 嵩啓 4 ジェブロスター −71.5

— 11/5 —
耐久審査 (66人)
田村 長之 4 ラプタス −187.4 (1反抗 1落馬+T減)
西野 嵩啓 4 ジェブロスター E (5反抗)

余力審査 (49人)
田村 長之 4 ラプタス −21 (1落下+T減)

個人成績
42. 田村 長之 4 ラプタス −279.2
–. 西野 嵩啓 4 ジェブロスター E

12/14 　第 29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 (22人)
黒岩 　誠 1 ラプタス 48.039% (着外, 245点)
福山 嘉晃 1 京葵 47.254% (着外, 241点)
八木 春樹 2 アンチェインド 43.921% (着外, 224点)
稲森 友美恵1 京楓 41.764% (着外, 213点)

馬場馬術競技第 3課目 2006A (13人)
平田 紅梨子3 京楓 52.020% (着外, 515点)
荒木 のりこ 3 京葵 46.262% (着外, 458点)
中村 暢宏K ダイオウ 44.747% (着外, 443点)

総合馬場課目ワンスター 2005A (SA級認定競技) (11人)
荒瀬 智之 2 センテニアルウィル 60.158% (3位, 379点)
高辻 賢寛 3 ジェブロスター 59.047% (着外, 372点)
大林 　薫 2 センテニアルウィル 58.253% (着外, 367点)
坂田 ゆず 2 センテニアルウィル 57.301% (着外, 361点)
神谷 葉子 2 京楓 54.285% (着外, 342点)
山崎 　茜 2 京葵 47.936% (着外, 302点)

L級C障害飛越競技 (25人 (Open 3人))
八木 春樹 2 アンチェインド −0 (着外)
高辻 賢寛 3 ジェブロスター −9 (着外, 1反抗 1落下+T減)
高辻 賢寛 3 アナスターシャ E (3反抗)
西村 優希 2 ラプタス E (落馬)

L級A障害飛越競技 (21人 (Open 4人))
鈴木 幸之助C アナスターシャ −14 (着外, 1反抗+T減)

ノービス障害飛越競技 (14人)
平野 滋章 2 ジェブロスター −0 (着外)


