
1/17 　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 20年度表彰 功労馬
　グローバルマインド

2/11 　平成 20年度 関西学生馬術連盟定例総会 (ホテルサンルート梅田)

＜平成 20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
田村 長之 　平成 20年度総務委員・平成 20年度全日本学生馬術連盟副幹事長

功労馬
　表彰馬匹なし

2/21～22 　岡大戦 (岡山大学)

— 2/21 —
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. 八木 春樹 京都大 2 旭峰 38.181% 敗
2. 平野 滋章 京都大 2 旭悠 50.454% 勝
3. 柏井 　結 岡山大 2 リバティー I 55.227% 勝
4. 山田 雄介 岡山理大 2 旭峰 49.545% 勝
5. 尾形 　友 岡山大 2 旭悠 48.636% 敗
6. 神谷 葉子 京都大 2 リバティー I 44.545% 敗

— 2/22 —
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. 柏井 　結 岡山大 2 旭燕 0 52”45 勝
2. 尾形 　友 岡山大 2 フライトウエスト 0 34”76 勝
3. 平野 滋章 京都大 2 クー 0 36”50 分
4. 西村 優希 京都大 2 旭燕 4 74”47 敗
5. 八木 春樹 京都大 2 フライトウエスト 4 59”68 敗
6. 山田 雄介 岡山理大 2 クー 0 36”50 分

団体優勝 岡山大学 (4勝 1敗 1分)
団体準優勝 京都大学 (1勝 4敗 1分)
最優秀選手 平野 滋章 　(京都大)

3/7～8 　第 46回 淀馬術競技大会・京都 4大学新人戦 (京都競馬場乗馬センター)

— 3/7 —
馬場馬術競技第 3課目 2006B (A班) (14人)
荒木 のりこ 3 京葵 47.600% (着外, 357点)
井上 　文 3 ダイオウ 37.600% (着外, 282点)

馬場馬術競技第 3課目 2006B (B班) (16人, 新人戦12人)
森本 泰匡 2 センテニアルウィル 53.066% (着外, 398点)
平野 滋章 2 センテニアルウィル 52.133% (着外, 391点)
荒瀬 智之 2 センテニアルウィル 48.800% (着外, 366点)
山崎 　茜 2 京葵 48.400% (着外, 363点)
大林 　薫 2 京楓 47.733% (着外, 358点)
飯田 　亨 2 京葵 46.266% (着外, 347点)
神谷 葉子 2 京楓 46.000% (着外, 345点)

馬場馬術競技第 2課目 2004 (A班) (10人)
西村 優希 2 ダイオウ 41.176% (着外, 210点)

L級B障害飛越競技 (90cm) (49人)
八木 春樹 2 アンチェインド E (2反抗)

L級C障害飛越競技 (80cm) (40人)
平野 滋章 2 ジェブロスター −1 (着外, T減)
西村 優希 2 ラプタス −8 (着外, 2落下)
八木 春樹 2 アンチェインド E (2反抗)

— 3/8 —
ノービス障害飛越競技 (60cm) (31人)
森本 泰匡 2 ジェブロスター −0 (着外)
神谷 葉子 2 ラプタス −4 (着外, 1反抗)
山崎 　茜 2 アンチェインド E (Time Over)

3/7～8 　第 48回 全国七大学総合体育大会 (東京大学)

— 3/7 —
馬場馬術予選 (馬場馬術競技第 3課目 2006A)
Bブロック (東大 vs 京大)
選手名 馬匹名 成績 勝点
佐々木 彰三3 東旭 (☆) 54.090%
平田 紅梨子3 ドンニーメスプレ (*) 50.151%
塩田 嶺明 1 マックスバッハ 52.272%
　　　∗: 早稲田大学の馬、☆: 元京大所属のヒノデロッキー

— 3/8 —
障害飛越予選 (100cm)
Bブロック (北大 vs 京大)
選手名 馬匹名 減点 タイム 勝点
佐々木 彰三3 アイブロー (∗) 1 ”
塩田 嶺明 1 東桑 E ”
高辻 賢寛 3 東旭 (☆) 0 ”
　　　∗: 早稲田大学の馬、☆: 元京大所属のヒノデロッキー

団体優勝 東北大学
団体準優勝 北海道大学
団体第 3位 東京大学

　　　∗ 京都大学は 4位

3/11 　平成 20年度 京都大学体育会スポーツ表彰 (百周年時計台記念館)

優秀賞
　田村 長之 4

3/20～22 　ひょうごスプリングホースショー 2009 (三木ホースランドパーク)

— 3/20 —
障害飛越競技LB(1) (90cm)(50人 (Open 1人))
高辻 賢寛 3 ジェブロスター −1 (着外, T減)

馬場馬術 IIIAA(1) (馬場馬術競技第 3課目 2006A) (9人)
佐々木 彰三3 フェイバータッチ 50.202% (3位, 497点)
荒木 のりこ 3 京葵 47.980% (着外, 475点)
井上 　文 3 ダイオウ E (反抗 20秒)

馬場馬術 IIIB(1) (馬場馬術競技第 3課目 2006B) (10人)
神谷 葉子 2 京楓 54.533% (着外, 409点)

馬場馬術 II(1) (馬場馬術競技第 2課目 2004) (9人)
井上 　文 3 ダイオウ E (落馬)

— 3/21 —
障害飛越競技LB(2) (90cm)(41人)
飯田 　亨 2 ジェブロスター −0 (着外)
高辻 賢寛 3 ラプタス −4 (着外, 1落下)
平田 紅梨子3 鞠小路 −9 (着外, 2落下+T減)
西村 優希 2 ラプタス E (落馬)

障害飛越競技LA(2) (100cm)(30人)
佐々木 彰三3 駒王丸 E (経路違反)

馬場馬術 IV(2) 公認競技 (馬場馬術競技第 4課目 2004) (18人)
平田 紅梨子3 京楓 44.952% (着外, 472点)

馬場馬術 IIIAA(2) (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 53.131% (着外, 526点)
井上 　文 3 ダイオウ 46.364% (着外, 459点)

馬場馬術 IIIB(2) (馬場馬術競技第 3課目 2006B) (7人)
山崎 　茜 2 京葵 53.867% (着外, 404点)

4/18～19 　第 13回 千玄室チャリティーホースショウ・
　第 32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)

— 4/18 —
ヤングライダー予選競技馬場馬術課目 (5人)
坪山 紀子C 京葵 51.944% (2位, 561点)
平田 紅梨子4 京楓 50.185% (着外, 542点)

馬場馬術競技第 2課目 2009 (8人)
塩田 嶺明 2 センテニアルウィル 60.588% (1位, 309点)
浅田 大輝 2 京葵 56.862% (3位, 290点)
乾 　駿一郎2 京楓 55.882% (着外, 285点)
福山 嘉晃 2 センテニアルウィル 55.294% (着外, 282点)
稲森 友美恵2 京楓 52.352% (着外, 267点)
黒岩 　誠 2 京葵 49.411% (着外, 252点)

L級Cフレンドシップ (80cm)(19人)
塩田 嶺明 2 ジェブロスター −5 (1落下+T減)
八木 春樹 3 アンチェインド −6 (1反抗+T減)
高辻 賢寛 4 ジェブロスター −9 (2落下+T減)
平田 紅梨子4 鞠小路 −12 (1反抗 1落下+T減)
　　　＊ 表彰なし

L級Aフレンドシップ (100cm)(24人)
高辻 賢寛 4 ジェブロスター −10 (1反抗 1落下+T減)
　　　＊ 表彰なし

— 4/19 —
L級A障害飛越競技 (100cm)(13人)
高辻 賢寛 4 ジェブロスター −10 (着外, 1反抗+T減)

L級C障害飛越競技 (80cm)(17人)
八木 春樹 3 アンチェインド −0 (3位)
平田 紅梨子4 鞠小路 −0 (着外)
坂田 ゆず 3 アナスターシャ −3 (T減)

5/4～6 　第 44回 全関西学生馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 5/3 —
トレーニング障害飛越 I (80～100cm)(37人)
(個人)
鈴木 幸之助C アナスターシャ (8飛越, 落下 0)
鈴木 裕司C アンチェインド (12飛越, 落下 0)
高辻 賢寛 4 ジェブロスター (7飛越, 1反抗)
八木 春樹 3 アンチェインド (14飛越, 1落下)
佐々木 彰三4 駒王丸 (11飛越, 2落下)
中村 暢宏K 鞠小路 (？)

— 5/4 —
学生賞典馬場馬術競技 (学生賞典馬場馬術課目 2009)(18人)
平田 紅梨子4 京楓 45.979% (着外, 469点)

Lクラス障害飛越競技A (100cm)(65人 (Open 1人), 15チーム)
(個人)
高辻 賢寛 4 ラプタス −8 (着外, 2落下)
平田 紅梨子4 鞠小路 E (3反抗)
高辻 賢寛 4 ジェブロスター E (3反抗)
坂田 ゆず 3 アナスターシャ E (3反抗)

(団体)
京都大学チーム
　　　∗ ラプタス、アナスターシャ、鞠小路のチームで
　　　　3頭完走せず、チーム成績なし。
複合馬術競技 [障害飛越] (115cm) (29人)
佐々木 彰三4 駒王丸 −16 (4落下)
高辻 賢寛 4 ラプタス E (落馬)
　　　∗ 佐々木は上位 15頭による馬場馬術に残れず。

— 5/5 —
Mクラス障害飛越競技D (110cm)(33人 (Open 4人), J.O. 7人)
佐々木 彰三4 駒王丸 −25 (着外, 6落下+T減)
高辻 賢寛 4 ラプタス E (3反抗)

— 5/6 —
Lクラス障害飛越競技B (90cm)(34人)
八木 春樹 3 アンチェインド −0 (6位)
平田 紅梨子4 鞠小路 E (障害間 45秒)

団体総合得点
順位 大学名 得点計
1. 関西大学 82点
2. 関西学院大学 73点
3. 立命館大学 29点
6. 京都大学 1点

　　　∗ 団体表彰は 3位まで

5/5, 6 　第 40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 2009)(46人)
塩田 嶺明 2 センテニアルウィル 58.627% (1位, 299点)
浅田 大輝 2 京葵 57.450% (7位, 293点)
乾 　駿一郎2 京楓 53.724% (着外, 274点)
福山 嘉晃 2 センテニアルウィル 53.332% (着外, 272点)
稲森 友美恵2 京楓 52.156% (着外, 266点)
黒岩 　誠 2 京葵 49.215% (着外, 251点)

馬場団体成績
順位 大学名 得点計
1. 京都大学 29点
2. 関西学院大学 26点
3. 神戸大学 25点

　　　∗ 団体表彰は 3位まで
— 5/6 —
新人障害飛越競技 (90cm)(47人, J.O. 13人)
福山 嘉晃 2 ラプタス −27 (着外, 2反抗 2落下+T減)
塩田 嶺明 2 ジェブロスター E (3反抗)
神谷 葉子 3 鞠小路 E (3反抗)
乾 　駿一郎2 アナスターシャ E (障害間 45秒)
浅田 大輝 2 ラプタス E (3反抗)
　　　∗ 3頭完走できず、団体成績なし



6/13～14 　第 52回 関西学生総合馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 6/13 —
調教審査・全日本学生総合調教審査 2009 (19人 (Open 1人))
高辻 賢寛 4 ラプタス −70.4 (382点, 53.055%)
佐々木 彰三4 フェイバータッチ −78.7 (Open, 342点, 47.499%)
佐々木 彰三4 駒王丸 −78.9 (337点, 47.055%)

余力審査 (19人 (Open 1人))
高辻 賢寛 4 ラプタス E (2反抗)
佐々木 彰三4 駒王丸 E (2反抗)

— 6/14 —
耐久審査 (16人 (Open 2人))
高辻 賢寛 4 ラプタス −66 (Open, 2反抗+T減)

個人成績 (＊印は全日本学生の権利獲得)
–. 高辻 賢寛 4 ラプタス −1000＊
　　　∗ 高辻は失権ながら理事会推薦で選出

6/13～14 　第 41回 関西学生女子自馬大会 (三木ホースランドパーク)

— 6/13 —
女子障害飛越競技B (80cm) (32人)
平田 紅梨子4 鞠小路 E (2反抗)

— 6/14 —
女子馬場馬術競技A (学生選手権馬場 2000) (26人)
平田 紅梨子4 京楓 52.272% (着外, 345点)
坂田 ゆず 3 センテニアルウィル 52.272% (着外, 345点)
井上 　文 4 ダイオウ 49.847% (着外, 329点)
神谷 葉子 3 京楓 45.302% (着外, 299点)

7/11～12 　京都府月例馬術大会 (高宮ライディングパーク)

— 7/11 —
学生賞典馬場馬術課目 2009 (9人)
平田 紅梨子4 京楓 51.961% (着外, 530点)

全日本学生総合調教審査 2009 (5人)
佐々木 彰三4 フェイバータッチ 56.111% (1位, 404点)

馬場馬術競技第 3課目 2009A (13人)
佐々木 彰三4 フェイバータッチ 55.376% (3位, 515点)
荒瀬 智之 3 センテニアルウィル 54.839% (着外, 510点)
平野 滋章 3 センテニアルウィル 50.968% (着外, 474点)
井上 　文 4 ダイオウ 48.065% (着外, 447点)

馬場馬術競技第 2課目 2009 (13人)
八木 春樹 3 センテニアルウィル 56.863% (3位, 290点)
平田 紅梨子4 鞠小路 56.863% (3位, 290点)
神谷 葉子 3 京楓 54.314% (着外, 277点)
荒木 のりこ 4 ダイオウ 49.216% (着外, 251点)

L級A障害飛越競技 (100cm)(18人)
高辻 賢寛 4 ラプタス −12 (着外, 3落下)

M級C障害飛越競技 (120cm)(10人)
佐々木 彰三4 駒王丸 −12 (着外, 3落下)

L級C障害飛越競技 (80cm)(21人 (Open 4人))
八木 春樹 3 アンチェインド −0 (着外)
井上 賢一C フロストフラワー −0 (着外)
平田 紅梨子4 鞠小路 −0 (着外)
飯田 　亨 3 フロストフラワー −0 (着外)
鈴木 幸之助C アナスターシャ −1 (Open, T減)
大林 　薫 3 アナスターシャ E (3反抗)
坂田 ゆず 3 アナスターシャ E (経路違反)

— 7/12 —
L級C障害飛越競技 (80cm)(21人 (Open 3人))
八木 春樹 3 アンチェインド −0 (着外)
坂田 ゆず 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 −2 (Open, T減)
平田 紅梨子4 鞠小路 −4 (着外, 1落下)
大林 　薫 3 アナスターシャ −19 (着外, 2反抗+T減)

L級A障害飛越競技 (100cm)(18人 (Open 5人))
坂田 ゆず 3 アナスターシャ −0 (Open)
高辻 賢寛 4 ラプタス −4 (着外, 1落下)
八木 春樹 3 アンチェインド −4 (着外, 1落下)
鈴木 幸之助C アナスターシャ −5 (着外, 1落下+T減)
高辻 賢寛 4 ジェブロスター −6 (着外, 1反抗+T減)

M級D障害飛越競技 (110cm)(11人)
高辻 賢寛 4 ラプタス −4 (着外, 1落下)

M級C障害飛越競技 (120cm)(9人)
佐々木 彰三4 駒王丸 −16 (着外, 3落下+T減)
高辻 賢寛 4 ラプタス −30 (着外, 2反抗 5落下+T減)

ノービス障害飛越競技 (8人 (Open 1人))
森本 泰匡 3 キャンベラ −0 (2位)
平田 紅梨子4 鞠小路 −0 (Open)
西村 優希 3 鞠小路 −12 (着外, 3落下)

8/29～30 　第 44回 関西学生障害馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 8/29 —
標準中障害飛越競技・第一走行 (31人)
佐々木 彰三4 駒王丸 E (2反抗)
高辻 賢寛 4 ラプタス E (2反抗)

— 8/30 —
標準中障害飛越競技・第二走行 (31人)
佐々木 彰三4 駒王丸 E (2反抗)
高辻 賢寛 4 ラプタス E (障害間 45秒)

個人成績 (＊印は全日本学生の権利獲得)
–. 佐々木 彰三 4 駒王丸 −1000 ＊
–. 高辻 賢寛 4 ラプタス −1000
　　　∗ 佐々木は失権ながら理事会推薦で選出

8/29～30 　第 44回 関西学生馬場馬術大会 (三木ホースランドパーク)

— 8/29 —
学生賞典馬場馬術競技 (学生賞典馬場馬術課目 2009)(23人)

個人成績
16. 平田 紅梨子 4 京楓 48.823% (830点)
21. 佐々木 彰三 4 フェイバータッチ 43.470% (739点)
22. 井上 　文 4 ダイオウ 41.294% (702点)

団体成績
順位 大学名 総得点
1. 関西学院大学 2930点
2. 立命館大学 2787点
3. 京都産業大学 2755点
4. 関西大学 2588点
5. 京都大学 2271点

　　　∗ 団体表彰は 3位まで

— 8/30 —
関西学生馬場馬術競技A (第 3課目 2009A) (15人)
荒瀬 智之 3 センテニアルウィル 52.795% (着外, 491点)
神谷 葉子 3 京楓 50.322% (着外, 468点)
荒木 のりこ 4 ダイオウ 49.355% (着外, 459点)

関西学生馬場馬術競技B (選手権馬場 2000) (23人)
山崎 　茜 3 センテニアルウィル 54.090% (着外, 357点)
平田 紅梨子4 鞠小路 53.636% (着外, 354点)
八木 春樹 3 アンチェインド 48.333% (着外, 319点)

9/13～14 　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)

— 9/13 —
全日本学生総合調教審査 2009 (7人)
高辻 賢寛 4 ラプタス 52.500% (着外, 378点)

馬場馬術競技第 3課目 2009A (15人)
大林 　薫 3 京楓 55.053% (着外, 512点)

馬場馬術競技第 2課目 2009 (13人)
平野 滋章 3 ダイオウ 55.686% (着外, 284点)
山崎 　茜 3 センテニアルウィル 54.705% (着外, 279点)
山口 真以 1 京楓 52.352% (着外, 267点)
黒岩 　誠 2 センテニアルウィル 51.176% (着外, 261点)
正田 　佑 1 ダイオウ 50.980% (着外, 260点)

L級Cフレンドシップ (80cm)(22人)
八木 春樹 3 アンチェインド −0
井上 賢一K フロストフラワー −0
坂田 ゆず 3 アナスターシャ −14 (1反抗 2落下+T減)
平田 紅梨子4 鞠小路 −19 (2反抗+T減)
塩田 嶺明 2 ジェブロスター E (障害間 45秒)
　　　＊ オープン競技 (表彰なし)
ノービス障害飛越競技 [60cm] (7人)
神谷 葉子 3 鞠小路 −7 (着外, 1反抗+T減)

— 9/14 —
L級C障害飛越競技 (80cm)(24人)
福山 嘉晃 2 ジェブロスター −3 (着外, 1反抗)
坂田 ゆず 3 アナスターシャ −0 (着外)
浅田 大輝 2 アナスターシャ −9 (着外, 1反抗+T減)
平田 紅梨子4 鞠小路 E (3反抗)

L級B障害飛越競技 (90cm)(12人 (Open 1人))
八木 春樹 3 アンチェインド −0 (1位)

L級A障害飛越競技 (100cm)(16人)
坂田 ゆず 3 アナスターシャ −6 (着外, 1反抗+T減)
高辻 賢寛 4 ラプタス −8 (着外, 2落下)
八木 春樹 3 アンチェインド E (3反抗)

9/20～21 　NOSAN杯 第 5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)

— 9/20 —
(馬場馬術競技)
馬場馬術競技第 2課目 2009

No. 選手名 所属 馬匹名 得点率 (%) 順位点
1. 山田 真澄 帯畜大 2 柏桜 39.117% 10
2. 浅田 大輝 京都大 2 柏桜 45.588% 50
3. 金城 　厚 筑波大 2 柏桜 41.176% 30

馬場馬術競技第 3課目 2009B
No. 選手名 所属 馬匹名 得点率 (%) 順位点
1. 山崎 由理 帯畜大 2 柏酔 48.800% 50
2. 乾 　駿一郎 京都大 2 柏酔 45.000% 30
3. 岸田 　悟 筑波大 2 柏酔 42.800% 10

馬場馬術競技第 3課目 2009A
No. 選手名 所属 馬匹名 得点率 (%) 順位点
1. 河田 　諒 帯畜大 3 柏蒼 50.757% 30
2. 藤田 紘一 筑波大 3 柏蒼 48.939% 10
3. 森本 泰匡 京都大 3 柏蒼 52.272% 50

— 9/21 —
(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. 河田 　諒 帯畜大 3 柏影 11 ” 30
2. 岸田 　悟 筑波大 2 柏影 13 ” 10
3, 乾 　駿一郎 京都大 2 柏影 8 62”90 50

90cm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. 浅田 大輝 京都大 2 柏岬 230 — 10
2. 金城 　厚 筑波大 2 柏岬 170 — 30
3. 新井 千尋 帯畜大 1 柏岬 50 — 50

100cm障害飛越競技 (S&H)
No. 選手名 所属 馬匹名 総減点 タイム 順位点
1. 山田 真澄 帯畜大 2 柏海 0 70”00 10
2. 森本 泰匡 京都大 3 柏海 0 64”00 30
3. 藤田 紘一 筑波大 3 柏海 0 57”00 50

　　　＊ 同一馬匹で 1位 50点、2位 30点、3位 10点

団体 1位 京都大学 　　(220点)
団体 2位 帯広畜産大学 (180点)
団体 3位 筑波大学 　　(140点)

最優秀選手 奥原 秋津 　(帯広畜産大)

9/22～23 　第 34回 関西学生女子複合馬術大会 (大阪乗馬協会)

— 9/22 —
女子複合B・馬場馬術競技 (第 2課目 2009) (19人)
平田 紅梨子4 鞠小路 −68.8 (276点, 54.117%)
坂田 ゆず 3 アナスターシャ −69.4 (274点, 53.725%)

— 9/23 —
女子複合B・障害飛越競技 (80cm)(19人)
坂田 ゆず 3 アナスターシャ −0
平田 紅梨子4 鞠小路 E (3反抗)

女子複合B・個人成績
6. 坂田 ゆず 3 アナスターシャ −69.4
–. 平田 紅梨子 4 鞠小路 E

9/22～23 　第 47回 関西学生馬術選手権大会 (大阪乗馬協会)

— 9/22 —
予選 ·部班 (21人)
佐々木 彰三4 月瑤 関学大 2位/4人中
高辻 賢寛 4 龍仙 立命館大 3位/3人中
　　　∗ 佐々木は準々決勝に進出
準々決勝 ·学生選手権馬場課目 2000 (16人)
佐々木 彰三4 凌耀 神戸大 4位/4人中
　　　∗ 佐々木は準決勝に進出できず

9/22～23 　第 45回 関西学生馬術女子選手権大会 (大阪乗馬協会)

— 9/22 —
準決勝 ·学生選手権馬場課目 2000 (5人)
平田 紅梨子4 エスピオン 立命館大 362点

— 9/23 —
準決勝 ·障害飛越競技 (5人)
平田 紅梨子4 凌翼 神戸大 −2 (T減)
　　　∗ 平田は準決勝 2鞍の総得点でブロック内 1位となり、決勝進出
決勝 ·障害飛越 (4人)
平田 紅梨子4 月善 関学大 −5 (1落下)
　 甲雪 甲南大 −10 (1反抗)

　　　∗ 平田は決勝 2鞍の総減点で 2位入賞し、第 45回 全日本学生馬術女子選手権大会
　　　　の出場権利を獲得



10/31～10/1 　第 59回 全日本学生賞典障害飛越競技大会 (馬事公苑)

— 10/30 —
トレーニング障害飛越 (?人)
佐々木 彰三4 駒王丸 (3反抗 1飛越)
　　　＊ 60秒間の自由走行、110～130cmの障害

— 10/31 —
学生賞典障害飛越競技・第一走行 (96人)
佐々木 彰三4 駒王丸 E (落馬)
　　　＊: 佐々木は個人参加のため第二走行に出場できず。

11/3～4 　第 52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・全日本学生総合調教審査 2009 (68人)
高辻 賢寛 4 ラプタス −78.3

— 11/4 —
耐久審査 (66人)
高辻 賢寛 4 ラプタス E (落馬)

12/5～6 　第 45回 全日本学生馬術女子選手権大会 (馬事公苑)

— 12/5 —
1回戦 ·学生選手権馬場課目 2000 (32人)
平田 紅梨子4 桜皇 日本大 2位/4人中
　　　∗ 平田は 2回戦に進出

2回戦 ·学生選手権馬場課目 2000 (16人)
平田 紅梨子4 バリーボーイ 中央大 4位/4人中
　　　∗ 平田は準決勝に進出できず、2回戦終了 8選手による抽選で最終順位は 11位

12/13 　第 30回 京都産業大学馬術大会 (京都産業大学)

　∗ 京都産業大学馬術部員の新型インフルエンザ罹患多数により中止


