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第 36 回 京都産業大学馬術大会　主催 ... 京都産業大学体育会馬術部　後援 ... 和駿会・京都府馬術連盟

① L1 8:00（Ａ面）　② A2 8:00（Ｂ面）　③★ 10:20（Ａ面）　④部班 10:00（Ｂ面）

⑤ LC 12:00　⑥ LA 13:10　⑦MD 14:35　⑧ SA級 不実施　⑨NV 15:30
馬場は、Ａ面が山側、Ｂ面が谷側です。下見は、各競技開始 15 分前からです。（⑧は⑦と共に下見）
開始時刻は、変更する可能性があります。変更および連絡事項は、場内放送にてご案内します。

2016.12.11 Sun. Kyoto Sangyo Univ. Riding Ground.

http://www.bajutubu.net/
馬術部Web サイトにて、実施要項・プログラム・成績表等がダウンロード出来ます。

第 36回京都産業大学馬術大会・プログラム� 2016.11.30�発行
発行者　京都産業大学体育会馬術部� 1 部 300 円
© 2016 Kyoto Sangyo Univ. Equestrian Team. All Rights Reserved.
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ご 挨 拶

京都産業大学体育会馬術部
部 長　井 上 正 樹

京都産業大学馬術大会は創部から 5年目の 1969（昭和
44）年に南日本馬術大会と合同で、本学総合グラウンド
馬場および陸上競技場を会場として開催致しました。その
後、1988（昭和 63）年の第 20 回まで行ったあと、2000
（平成 12）年までの間は中断していましたが、2001（平成
13）年から再開し今回で 36回を迎えることができました。
大会の再開に当たっては、二つの目標を持ちました。一
つは、馬術の基本をしっかり学べる馬術大会にしたいとい
うものです。そのために、故荒木雄豪先生をはじめ、多く
の諸先輩にご協力いただき、部班課目をいくつか作成しま
した。また、障害飛越における新審査基準も作成し、その
試行においては、びわこ乗馬クラブの皆様にも多大なご協
力をいただきました。もう一つの目標は、馬術部員の主体
的な企画・運営で大会を開催することです。参加いただく
選手の皆様におかれましても、日ごろの練習の成果を発揮
され、また馬術の基本を見直す機会にしていただければ幸
甚に存じます。
末筆ではございますが、この
大会の趣旨をご理解いただき、
ご協力いただく関係者の皆様、
協賛いただきました皆様に厚く
お礼申し上げます。

開 催 に あ た っ て

京都産業大学体育会馬術部
主 将　奥 谷 仁 智

本年度の京都産業大学馬術大会を開催するに当たり、ご
挨拶を申し上げます。
この大会は、和駿会及び京都府馬術連盟より応援を賜り

つつも、京都産業大学の馬術部の部員が主体となって、大
会を企画・運営しております。開催までの準備にあたり、
至らない点も多々あったかと思います。そのような不行き
届けにつきまして、この場でお詫び申し上げますと共に、
関係の皆様の寛容なお心、そしてご理解とご協力には、感
謝しましても感謝しきれない位でございます。
多くの人馬がこの大会を目標に、そして更にはより高い

レベルを目指して、日々練習を積み重ねられていることと
思います。馬術は決して一人の力だけでは成り立つことは
ありません。大会の開催においても同様に、多くの人の努
力と信念が組み合わさって、はじめてこの大会が成り立っ
たと思っています。この大会に大変なご苦労を講じてくだ
さった関係者各位の皆様には心より御礼申し上げます。
終わりに、本大会開催に当たりまして、ご支援ください

ました協賛企業、そして関係役員の皆様の格別なる深い理
解とご支援に心より御礼申し上げ、私の挨拶と致します。

大 会 会 長	 井 上 正 樹	
大 会 顧 問	 堀 田 武 司	 谷 口 　 泱
	 林 　 半 次	
大 会 委 員 長	 水 野 慶 治	
大会副委員長	 奥 谷 仁 智	
上 訴 委 員 長	 髙　宮　輝千代	
審 判 長	 堀 田 武 司	
審 判 員	 伊 藤 達 也	 西 村 充 司
	 加 藤 智 子	 藤 井 　 正	
	 平 野 滋 章	 白 木 善 英
	 林 　 半 次	 水 野 慶 治
	 古 澤 康 史	 池 山 慎 吾
コースデザイナー	 藤 井 　 正	
スチュワード	 白 木 善 英	 池 山 慎 吾
運 営 委 員 長	 入 江 英 順	
施設厩舎委員	 野 津 智 成	 松 永 晴 太

記 録 委 員	 石　田　奈美恵	 石 田 和 恵
会 計 委 員	 濵　砂　佳奈子	 白 本 正 二
総 務 委 員	 前 野 友 香	 中　村　麻里子
	 中 本 陵 介
賞 典 委 員	 小 川 真 敬	 入　江　代里子
放 送 委 員	 川　上　優理子	 市 原 園 恵
競 技 委 員 長	 濵　砂　佳奈子	
競技副委員長	 長谷川　倫太郎	
競 技 委 員	 木 本 信 行	 村 田 澄 男
	 北 川 真 治	 池 山 慎 吾
	 西 坂 卓 也	 福　島　祥太郎
	 棚 橋 祐 太	 𠮷　永　晃之佑
	 京都四大学馬術部員
救 護 委 員	 中　山　宏太郎	
獣 医 委 員	 小　池　知加子	
装 蹄 師	 高 田 　 修	

大 会 役 員
（敬称略・順不同）

井上部長（第 16 期） 第 49 期生（左より、濵砂、野津、小川、奥谷）
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競技種目・競技スポンサー
（競技種目名）	 （褒賞内容）
第 1競技　ワールドマーケット・ジョッパーズ杯―JEF 馬場馬術競技 L1課目 2013	......入賞者／リボン・賞品（馬具）
第 2競技　有限会社ハフリンガー杯―JEF 馬場馬術競技 A2課目 2013	.......................................入賞者／リボン・賞品（馬具）
第 3競技　FEI	総合馬術競技	1 スター (1*)2009 馬場馬術課目 A
第 4競技　日本農産工業株式会社・株式会社津田商店杯―部班競技	.......................................入賞者／リボン・賞品（飼料）
第 5競技　京都府馬術連盟会長・千玄室杯―L級 C障害飛越競技	...........................優勝者／カップ、入賞者／リボン・賞品（馬具）
第 6競技　有限会社徳山産業杯―L級 A障害飛越競技	...................................................................入賞者／リボン・賞品（馬具）
第 7競技　JRA ファシリティーズ株式会社杯―M級 D障害飛越競技 Part	I	.........................入賞者／リボン・賞品（飼料）
第 8競技　【不実施】M級 D障害飛越競技 Part	II・SA 級認定審査（障害）
第 9競技　近畿地区乗馬団体協議会会長・千玄室杯―ノービス障害飛越競技	..........優勝者／カップ、入賞者／リボン・賞品（馬具）

●広告掲載いただいた方々	.......................................（掲載頁）
やきもち神馬堂		......................................................................	4
京都府馬術連盟		......................................................................	5
株式会社槇本保険事務所		...................................................	6
岩倉自動車教習所		.................................................................	6
広川英峻		...................................................................................	6
広川装蹄所		...............................................................................	7
株式会社円や		..........................................................................	8
紅華		.............................................................................................	8
有限会社ホーキー・ホース		...............................................	8
城装蹄所		...................................................................................	9
チカコアニマルクリニック		...............................................	9
賀茂別雷神社（上賀茂神社）		.......................................... 	10
ビュッフェ白天		................................................................... 	11
マキタ木材株式会社		.......................................................... 	11
株式会社アーバン北村		..................................................... 	11
萬山荘旅館		............................................................................ 	12
髙宮ライディングパーク／有限会社蹄晋	................. 	12
TEAM	KOYANAGI ／ホースランド		.............................. 	13
株式会社杉原商会		.............................................................. 	13
京都大学銀蹄会		................................................................... 	14
ラ・グレース乗馬倶楽部		................................................ 	15
株式会社サラブエクスプレス		....................................... 	15
株式会社サギタリウス企画		............................................ 	16
株式会社津田商店		.............................................................. 	17
有限会社徳山産業		.............................................................. 	18
中江物産株式会社		.............................................................. 	19
上田装蹄所		............................................................................ 	20
株式会社小林造園		.............................................................. 	20
京都乗馬クラブ		................................................................... 	21
岡村獣医診療所／株式会社アストエクワインサイエンス			21

（敬称略・順不同）
賀茂御祖神社（下鴨神社）		.............................................. 	22
カシオペアライディングパーク		................................... 	23
立命館大学銀鐙会		.............................................................. 	23
革工房ローハイド		.............................................................. 	24
大石石材工業株式会社		..................................................... 	24
同志社大学健蹄会		.............................................................. 	25
琵琶湖乗馬倶楽部		.............................................................. 	25
ハーモニーファーム京都		................................................ 	26
アパマンショップ	京都産業大学前店		........................ 	26
ジョッパーズ／株式会社ワールドマーケット		....... 	26
光悦自動車教習所		.............................................................. 	27
株式会社 Equicure		............................................................. 	27
ブリタニア乗馬クラブ		..................................................... 	28
株式会社前田英工務店		..................................................... 	28
リバーフィールド		.............................................................. 	29
株式会社ベルホースファーム		....................................... 	29
双洋貿易株式会社カバロ事業部		................................... 	30
株式会社フラットエージェンシー		.............................. 	31
滋賀県乗馬連盟		................................................................... 	31
有限会社エルミオーレ		..................................................... 	32

●ご協賛いただいた方々（同一名義で広告掲載いただいた方々は、
スペースの都合上省略させて頂きました）

有限会社シシムーアＫＡＭＩ時代｜京阪寝具
株式会社SVフーズ｜河合木材店｜小川大徳寺京豆腐
シューズハウス・ニワ｜ライトスポーツ・ルウム｜明馬会
株式会社青谷商店｜小寺石油株式会社｜河野光寿
山田仁芳｜稲泉	 知｜佐々木一馬｜大久保龍志
吉田	 努｜都築	 黄｜西坂卓也｜匿名希望 5 名

広告目次・スポンサーご芳名録
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No. 選⼿名 選⼿名カナ 会員番号 資格 学年 所　属
1 丹⽻　れい ニワ　レイ 26822 3 ⽴命館⼤学⾺術部
2 伊達　潤⼀ ダテ　ジュンイチ 29377 2 ⽴命館⼤学⾺術部
3 加納　拓都 カノウ　タクト 28780 2 ⽴命館⼤学⾺術部
4 村上　寧⾳ ムラカミ　ネネ 26606 1 ⽴命館⼤学⾺術部
5 城⼾　優希 キド　ユウキ 26376 ⽴命館⼤学⾺術部
6 ⻘⽊　⼗吾 アオキ　トオゴ 3 京都⼤学⾺術部
7 上野　春 ウエノ　ハル 1 京都⼤学⾺術部
8 ⽩⼟　健太郎 シラツチ　ケンタロウ 2 京都⼤学⾺術部
9 中村　⽂⾹ ナカムラ　フミカ 1 京都⼤学⾺術部
10 後藤　裕樹 ゴトウ　ヒロキ 3 京都⼤学⾺術部
11 森川　毅 モリカワ　タケシ 2 京都⼤学⾺術部
12 岩⾕　悠⾥ イワヤ　ユリ 1 京都⼤学⾺術部
13 増江　りさ マスエ　リサ 3 京都⼤学⾺術部
14 ⼩淵　琴 オブチ　コト 1 京都⼤学⾺術部
15 三鍋　尚史 ミナベ　ナオフミ 3 京都⼤学⾺術部
16 臧　⾬⽵ ゾウ　ウチク 2 京都⼤学⾺術部
17 薄⽊　裕也 ウスキ　ユウヤ 3 京都⼤学⾺術部
18 ⼩⼭　菜緒 コヤマ　ナオ 2 京都⼤学⾺術部
19 堀　美沙樹 ホリ　ミサキ 2 京都⼤学⾺術部
20 荒川　由布 アラカワ　ユウ 2 京都⼤学⾺術部
21 ⼩住　⿓之介 コスミ　リュウノスケ 京都⼤学⾺術部
22 ⼭崎　あゆ ヤマザキ　アユ 2 京都⼤学⾺術部
23 牧ヶ⾕　佳佑 マキガヤ　ケイスケ 1 京都⼤学⾺術部
24 柳澤　俊介 ヤナギサワ　シュンスケ 2 京都⼤学⾺術部
25 塩⽥　嶺明 シオダ　ミネアキ 京都⼤学⾺術部
26 今福　宏司 イマフク　コウジ 琵琶湖乗⾺倶楽部
27 浪花　岩雄 ナニワ　イワオ 琵琶湖乗⾺倶楽部
28 打⽥　弥⽣ ウチダ　ヤヨイ 琵琶湖乗⾺倶楽部
29 橋本　孝幸 ハシモト　タカユキ 琵琶湖乗⾺倶楽部
30 ⻄川　聡美 ニシカワ　サトミ 琵琶湖乗⾺倶楽部
31 ⽯井　知 イシイ　サトル 琵琶湖乗⾺倶楽部
32 ⼭中　⻯⾺ ヤマナカ　リョウマ h2 琵琶湖乗⾺倶楽部
33 ⽊村　亮太 キムラ　リョウタ h2 琵琶湖乗⾺倶楽部
34 ⽮島　拓海 ヤジマ　タクミ h2 琵琶湖乗⾺倶楽部
35 宮本　幸典 ミヤモト　ユキノリ h1 琵琶湖乗⾺倶楽部
36 ⽑利　優菜 モウリ　ユウナ h1 琵琶湖乗⾺倶楽部
37 ⽊下　奈智 キノシタ　ナチ h1 琵琶湖乗⾺倶楽部
38 岸本　佳与 キシモト　カヨ h1 琵琶湖乗⾺倶楽部
39 北川　翠 キタガワ　ミドリ h1 琵琶湖乗⾺倶楽部
40 諏訪　華奈⼦ スワ　カナコ h1 琵琶湖乗⾺倶楽部
41 ⻄⼭　歩那 ニシヤマ　アユナ h1 琵琶湖乗⾺倶楽部
42 花⾕　圭⼈ ハナタニ　ケイト h1 琵琶湖乗⾺倶楽部
43 ⾼松　佑⾐ タカマツ　ユイ h1 琵琶湖乗⾺倶楽部
44 宇野　⼤輝 ウノ　ダイキ h1 琵琶湖乗⾺倶楽部
45 ⾼⾕　実莉 タカタニ　ミノリ h1 琵琶湖乗⾺倶楽部
46 川東　夏⼦ カワヒガシ　ナツコ h1 琵琶湖乗⾺倶楽部
47 ⽥中　柚⽉ タナカ　ユヅキ h1 琵琶湖乗⾺倶楽部
48 野崎　紗羅 ノザキ　サラ h1 琵琶湖乗⾺倶楽部
49 福⽥　萌々⼦ フクダ　モモコ h1 琵琶湖乗⾺倶楽部
50 花岡　駿佑 ハナオカ　シュンスケ 28430 エルミオーレ神⼾
51 芦⽥　真由 アシダ　マユ 3 同志社⼤学⾺術部
52 柳井　万由⼦ ヤナイ　マユコ 25985 3 同志社⼤学⾺術部
53 下平　佳織 シモダイラ　カオリ 3 同志社⼤学⾺術部
54 藤尾　昂司 フジオ　コウジ 3 同志社⼤学⾺術部
55 荒⽊　梨花 アラキ　リカ 25957 2 同志社⼤学⾺術部
56 縄⽥　雄⾶ ナワタ　ユウヒ 25373 2 同志社⼤学⾺術部
57 廣瀬　玲奈 ヒロセ　レナ 26553 2 同志社⼤学⾺術部
58 尾崎　洸紀 オザキ　ヒロキ 1 同志社⼤学⾺術部
59 岡本　⿇⾐⼦ オカモト　マイコ 1 同志社⼤学⾺術部
60 中村　優太 ナカムラ　ユウタ 24221 1 同志社⼤学⾺術部
61 佐野　有希 サノ　ユキ 1 同志社⼤学⾺術部
62 増渕　美和 マスブチ　ミワ 1 同志社⼤学⾺術部
63 岸　萌⾳ キシ　モネ 1 同志社⼤学⾺術部
64 瀬⼝　純華 セグチ　ヨシカ 27050 1 同志社⼤学⾺術部
65 ⼩池　知加⼦ コイケ　チカコ 5166 同志社⼤学⾺術部
66 横⽊　菜々⼦ ヨコギ　ナナコ 1 同志社⼤学⾺術部
67 森川　葵 モリカワ　アオイ 2 同志社⼤学⾺術部
68 ⻑野　天祐 ナガノ　タカマサ 28102 h2 ⾼⽥⾼等学校⾺術部
69 尾嵜　俊介 オサキ　シュンスケ h2 ⾼⽥⾼等学校⾺術部
70 原⽥　尚⻘ ハラダ　ナオ h3 ⾼⽥⾼等学校⾺術部
71 棗　光男 ナツメ　ミツオ 27129 ラ・グレース乗⾺倶楽部
72 川上　優理⼦ カワカミ　ユリコ 25973 ラ・グレース乗⾺倶楽部
73 林　半次 ハヤシ　ハンジ 2560 京都産業⼤学⾺術部
74 中本　陵介 ナカモト　リョウスケ 京都産業⼤学⾺術部
75 ⻑⾕川　倫太郎 ハセガワ　リンタロウ 28190 3 京都産業⼤学⾺術部
76 ⽯⽥　奈美恵 イシダ　ナミエ 27825 3 京都産業⼤学⾺術部
77 松永　晴太 マツナガ　セイタ 28078 3 京都産業⼤学⾺術部
78 前野　友⾹ マエノ　トモカ 3 京都産業⼤学⾺術部
79 ⼩⻄　凌太郎 コニシ　リョウタロウ 28192 2 京都産業⼤学⾺術部
80 ⽯丸　千愛季 イシマル　チアキ 29499 2 京都産業⼤学⾺術部
81 佐藤　将⾺ サトウ　ショウマ 28729 1 京都産業⼤学⾺術部
82 河野　雄⼤ コウノ　ユウダイ 27917 1 京都産業⼤学⾺術部
83 三村　勇⼈ ミムラ　ユウト 27131 1 京都産業⼤学⾺術部
84 ⼤澤　貴之 オオサワ　タカユキ 1 京都産業⼤学⾺術部
85 上河　美穂 ウエカワ　ミホ 1 京都産業⼤学⾺術部
86 ⼭本　彩夏 ヤマモト　アヤカ 1 京都産業⼤学⾺術部
87 ⽯⽥　惇也 イシダ　ジュンヤ 28290 京都産業⼤学⾺術部
88 原⽥　尚⻘ ハラダ　ナオ 京都産業⼤学⾺術部
89 ⻑野　天祐 ナガノ　タカマサ 28102 京都産業⼤学⾺術部
90 Roghi Marina ロギ　マリナ 京都産業⼤学⾺術部

参加選⼿⼀覧
(参加申込順・敬称略)

No. 選⼿名 選⼿名カナ 会員番号 資格 学年 所　属
1 丹⽻　れい ニワ　レイ 26822 3 ⽴命館⼤学⾺術部
2 伊達　潤⼀ ダテ　ジュンイチ 29377 2 ⽴命館⼤学⾺術部
3 加納　拓都 カノウ　タクト 28780 2 ⽴命館⼤学⾺術部
4 村上　寧⾳ ムラカミ　ネネ 26606 1 ⽴命館⼤学⾺術部
5 城⼾　優希 キド　ユウキ 26376 ⽴命館⼤学⾺術部
6 ⻘⽊　⼗吾 アオキ　トオゴ 3 京都⼤学⾺術部
7 上野　春 ウエノ　ハル 1 京都⼤学⾺術部
8 ⽩⼟　健太郎 シラツチ　ケンタロウ 2 京都⼤学⾺術部
9 中村　⽂⾹ ナカムラ　フミカ 1 京都⼤学⾺術部
10 後藤　裕樹 ゴトウ　ヒロキ 3 京都⼤学⾺術部
11 森川　毅 モリカワ　タケシ 2 京都⼤学⾺術部
12 岩⾕　悠⾥ イワヤ　ユリ 1 京都⼤学⾺術部
13 増江　りさ マスエ　リサ 3 京都⼤学⾺術部
14 ⼩淵　琴 オブチ　コト 1 京都⼤学⾺術部
15 三鍋　尚史 ミナベ　ナオフミ 3 京都⼤学⾺術部
16 臧　⾬⽵ ゾウ　ウチク 2 京都⼤学⾺術部
17 薄⽊　裕也 ウスキ　ユウヤ 3 京都⼤学⾺術部
18 ⼩⼭　菜緒 コヤマ　ナオ 2 京都⼤学⾺術部
19 堀　美沙樹 ホリ　ミサキ 2 京都⼤学⾺術部
20 荒川　由布 アラカワ　ユウ 2 京都⼤学⾺術部
21 ⼩住　⿓之介 コスミ　リュウノスケ 京都⼤学⾺術部
22 ⼭崎　あゆ ヤマザキ　アユ 2 京都⼤学⾺術部
23 牧ヶ⾕　佳佑 マキガヤ　ケイスケ 1 京都⼤学⾺術部
24 柳澤　俊介 ヤナギサワ　シュンスケ 2 京都⼤学⾺術部
25 塩⽥　嶺明 シオダ　ミネアキ 京都⼤学⾺術部
26 今福　宏司 イマフク　コウジ 琵琶湖乗⾺倶楽部
27 浪花　岩雄 ナニワ　イワオ 琵琶湖乗⾺倶楽部
28 打⽥　弥⽣ ウチダ　ヤヨイ 琵琶湖乗⾺倶楽部
29 橋本　孝幸 ハシモト　タカユキ 琵琶湖乗⾺倶楽部
30 ⻄川　聡美 ニシカワ　サトミ 琵琶湖乗⾺倶楽部
31 ⽯井　知 イシイ　サトル 琵琶湖乗⾺倶楽部
32 ⼭中　⻯⾺ ヤマナカ　リョウマ h2 琵琶湖乗⾺倶楽部
33 ⽊村　亮太 キムラ　リョウタ h2 琵琶湖乗⾺倶楽部
34 ⽮島　拓海 ヤジマ　タクミ h2 琵琶湖乗⾺倶楽部
35 宮本　幸典 ミヤモト　ユキノリ h1 琵琶湖乗⾺倶楽部
36 ⽑利　優菜 モウリ　ユウナ h1 琵琶湖乗⾺倶楽部
37 ⽊下　奈智 キノシタ　ナチ h1 琵琶湖乗⾺倶楽部
38 岸本　佳与 キシモト　カヨ h1 琵琶湖乗⾺倶楽部
39 北川　翠 キタガワ　ミドリ h1 琵琶湖乗⾺倶楽部
40 諏訪　華奈⼦ スワ　カナコ h1 琵琶湖乗⾺倶楽部
41 ⻄⼭　歩那 ニシヤマ　アユナ h1 琵琶湖乗⾺倶楽部
42 花⾕　圭⼈ ハナタニ　ケイト h1 琵琶湖乗⾺倶楽部
43 ⾼松　佑⾐ タカマツ　ユイ h1 琵琶湖乗⾺倶楽部
44 宇野　⼤輝 ウノ　ダイキ h1 琵琶湖乗⾺倶楽部
45 ⾼⾕　実莉 タカタニ　ミノリ h1 琵琶湖乗⾺倶楽部
46 川東　夏⼦ カワヒガシ　ナツコ h1 琵琶湖乗⾺倶楽部
47 ⽥中　柚⽉ タナカ　ユヅキ h1 琵琶湖乗⾺倶楽部
48 野崎　紗羅 ノザキ　サラ h1 琵琶湖乗⾺倶楽部
49 福⽥　萌々⼦ フクダ　モモコ h1 琵琶湖乗⾺倶楽部
50 花岡　駿佑 ハナオカ　シュンスケ 28430 エルミオーレ神⼾
51 芦⽥　真由 アシダ　マユ 3 同志社⼤学⾺術部
52 柳井　万由⼦ ヤナイ　マユコ 25985 3 同志社⼤学⾺術部
53 下平　佳織 シモダイラ　カオリ 3 同志社⼤学⾺術部
54 藤尾　昂司 フジオ　コウジ 3 同志社⼤学⾺術部
55 荒⽊　梨花 アラキ　リカ 25957 2 同志社⼤学⾺術部
56 縄⽥　雄⾶ ナワタ　ユウヒ 25373 2 同志社⼤学⾺術部
57 廣瀬　玲奈 ヒロセ　レナ 26553 2 同志社⼤学⾺術部
58 尾崎　洸紀 オザキ　ヒロキ 1 同志社⼤学⾺術部
59 岡本　⿇⾐⼦ オカモト　マイコ 1 同志社⼤学⾺術部
60 中村　優太 ナカムラ　ユウタ 24221 1 同志社⼤学⾺術部
61 佐野　有希 サノ　ユキ 1 同志社⼤学⾺術部
62 増渕　美和 マスブチ　ミワ 1 同志社⼤学⾺術部
63 岸　萌⾳ キシ　モネ 1 同志社⼤学⾺術部
64 瀬⼝　純華 セグチ　ヨシカ 27050 1 同志社⼤学⾺術部
65 ⼩池　知加⼦ コイケ　チカコ 5166 同志社⼤学⾺術部
66 横⽊　菜々⼦ ヨコギ　ナナコ 1 同志社⼤学⾺術部
67 森川　葵 モリカワ　アオイ 2 同志社⼤学⾺術部
68 ⻑野　天祐 ナガノ　タカマサ 28102 h2 ⾼⽥⾼等学校⾺術部
69 尾嵜　俊介 オサキ　シュンスケ h2 ⾼⽥⾼等学校⾺術部
70 原⽥　尚⻘ ハラダ　ナオ h3 ⾼⽥⾼等学校⾺術部
71 棗　光男 ナツメ　ミツオ 27129 ラ・グレース乗⾺倶楽部
72 川上　優理⼦ カワカミ　ユリコ 25973 ラ・グレース乗⾺倶楽部
73 林　半次 ハヤシ　ハンジ 2560 京都産業⼤学⾺術部
74 中本　陵介 ナカモト　リョウスケ 京都産業⼤学⾺術部
75 ⻑⾕川　倫太郎 ハセガワ　リンタロウ 28190 3 京都産業⼤学⾺術部
76 ⽯⽥　奈美恵 イシダ　ナミエ 27825 3 京都産業⼤学⾺術部
77 松永　晴太 マツナガ　セイタ 28078 3 京都産業⼤学⾺術部
78 前野　友⾹ マエノ　トモカ 3 京都産業⼤学⾺術部
79 ⼩⻄　凌太郎 コニシ　リョウタロウ 28192 2 京都産業⼤学⾺術部
80 ⽯丸　千愛季 イシマル　チアキ 29499 2 京都産業⼤学⾺術部
81 佐藤　将⾺ サトウ　ショウマ 28729 1 京都産業⼤学⾺術部
82 河野　雄⼤ コウノ　ユウダイ 27917 1 京都産業⼤学⾺術部
83 三村　勇⼈ ミムラ　ユウト 27131 1 京都産業⼤学⾺術部
84 ⼤澤　貴之 オオサワ　タカユキ 1 京都産業⼤学⾺術部
85 上河　美穂 ウエカワ　ミホ 1 京都産業⼤学⾺術部
86 ⼭本　彩夏 ヤマモト　アヤカ 1 京都産業⼤学⾺術部
87 ⽯⽥　惇也 イシダ　ジュンヤ 28290 京都産業⼤学⾺術部
88 原⽥　尚⻘ ハラダ　ナオ 京都産業⼤学⾺術部
89 ⻑野　天祐 ナガノ　タカマサ 28102 京都産業⼤学⾺術部
90 Roghi Marina ロギ　マリナ 京都産業⼤学⾺術部

参加選⼿⼀覧
(参加申込順・敬称略)

No. ⾺　名 ⾺名カナ 登録番号 所　属
1 ⿓玖 リュウク 53938 ⽴命館⼤学⾺術部
2 ⿓緑 リュウリョク 56668 ⽴命館⼤学⾺術部
3 ⿓咲 リュウショウ 55508 ⽴命館⼤学⾺術部
4 ⿓瑪 リュウバ 56669 ⽴命館⼤学⾺術部
5 ⿓駿 リュウシュン 52713 ⽴命館⼤学⾺術部
6 パシフィア パシフィア 57248 京都⼤学⾺術部
7 フロストフラワー フロストフラワー 52904 京都⼤学⾺術部
8 京楓 キョウノカエデ 50008 京都⼤学⾺術部
9 キャンベラ キャンベラ 52905 京都⼤学⾺術部
10 京皐⽉ キョウノサツキ 53519 京都⼤学⾺術部
11 アイリ アイリ 55883 京都⼤学⾺術部
12 フェイバータッチ フェイバータッチ 50007 京都⼤学⾺術部
13 鞠⼩路 マリコウジ 50316 京都⼤学⾺術部
14 京⾶梅 キョウノトビウメ 57427 京都⼤学⾺術部
15 ロングバビロン ロングバビロン 琵琶湖乗⾺倶楽部
16 ヒコーキグモ ヒコーキグモ 琵琶湖乗⾺倶楽部
17 サンライズキング サンライズキング 琵琶湖乗⾺倶楽部
18 ハギノグランドール ハギノグランドール 琵琶湖乗⾺倶楽部
19 クイック クイック 琵琶湖乗⾺倶楽部
20 オーバーザシード オーバーザシード 琵琶湖乗⾺倶楽部
21 スムースオペレーター スムースオペレーター 57385 エルミオーレ神⼾
22 アグネスドーン アグネスドーン 57001 同志社⼤学⾺術部
23 ドリド ドリド 51116 同志社⼤学⾺術部
24 メイショウジンム メイショウジンム 56922 同志社⼤学⾺術部
25 ジャック・スパロウ ジャック・スパロウ 57244 同志社⼤学⾺術部
26 ホワイトベル ホワイトベル 53473 同志社⼤学⾺術部
27 ミキノティータイム ミキノティータイム 57198 同志社⼤学⾺術部
28 サブリエティ サブリエティ ⾼⽥⾼等学校⾺術部
29 ゼンダリン ゼンダリン ⾼⽥⾼等学校⾺術部
30 アルシャインⅡ アルシャインセカンド ⾼⽥⾼等学校⾺術部
31 タフリン タフリン 57533 ラ・グレース乗⾺倶楽部
32 ドリームゲッター ドリームゲッター ラ・グレース乗⾺倶楽部
33 ライオネット ライオネット 18258 京都産業⼤学⾺術部
34 ジアース ジアース 50063 京都産業⼤学⾺術部
35 デルフィナス デルフィナス 51296 京都産業⼤学⾺術部
36 ヴァルゴ ヴァルゴ 53068 京都産業⼤学⾺術部
37 ブルーアース ブルーアース 53998 京都産業⼤学⾺術部
38 ブオーテス ブオーテス 54001 京都産業⼤学⾺術部
39 ダノンイチロー ダノンイチロー 55008 京都産業⼤学⾺術部
40 トト トト 55007 京都産業⼤学⾺術部
41 ジャリスコアナヴァン ジャリスコアナヴァン 52634 京都産業⼤学⾺術部
42 サジッタ サジッタ 54262 京都産業⼤学⾺術部
43 フォルナックスⅡ フォルナックスセカンド 56492 京都産業⼤学⾺術部
44 ジェミニ ジェミニ 56430 京都産業⼤学⾺術部
45 デジタルハーツ デジタルハーツ 56804 京都産業⼤学⾺術部
46 ヘヴンリィ ヘヴンリィ 52766 京都産業⼤学⾺術部
47 テーオーゼウス テーオーゼウス 京都産業⼤学⾺術部
48 コルボスⅢ コルボスサード 京都産業⼤学⾺術部
49 ラインレグルス ラインレグルス 京都産業⼤学⾺術部

参加⾺匹⼀覧
（参加申込順・敬称略）

神馬堂
京都市北区上賀茂御薗口町 4

☎ 075-781-1377
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馬術競技について
馬術競技は人と生き物である馬とが一体となって競技を行う

スポーツで、オリンピックでは男性と女性が同じステージで戦

う唯一の種目です。また、幅広い年齢層の選手が活躍している

種目でもあります。

オリンピックでは、演技の正確さや美しさを競う「馬場馬術」、
コース上に設置された障害物を飛越しながらミスなく早く走行

する「障害馬術」、馬場と障害の 2種目にダイナミックなクロス
カントリー走行を加えた 3種目を同じ人馬で戦い抜く「総合馬
術競技」の 3種目が行われています。その他にも FEI（国際馬
術連盟）が認定している種目としては「エンデュランス」、「レ

イニング」、「馬車競技」、「軽乗」、「パラ馬場馬術」があります。

競技観戦にあたってのご注意
•	馬を脅かしたり、びっくりさせるようなことはしないでくださ

い。（急な動きが視野に入ったり、新聞やビニール袋のガサガ

サという音が聞こえると驚くことがあります）

•	競技中は、競技場の柵に手をかけたり、柵から体を乗り出した

りしないでください。観客にとっても、競技をしている人馬に

とっても危険です。

•	競技中の人馬の写真を撮るときには、馬が驚くことがあるので

絶対にフラッシュを使用しないでください。

馬場馬術競技とは
20m× 60m（初級クラスは 20m× 40m）の長方形の競技

アリーナ内で行う演技の正確さや美しさを競う競技で、「常
なみ

歩
あし

」、

「速
はや

歩
あし

」、「駈
かけ

歩
あし

」という 3種類の歩き方を基本に、様々なステッ

プを踏んだり、図形を描いたりするも

のです。演技内容がすべて決められて

いる規定演技と、決められた運動（エ
レメンツ）を取り入れて演技を構成し、

音楽をつけて行う自由演技があります。
アリーナの周りには、アルファベット

が書かれた標記（マーカー）が置かれ

ており、それぞれの運動の始まりや終

わりの地点が、その標記によって指示

されます。

馬場馬術競技の審査
複数の審判員が運動ごとにつける 0～ 10点の点数と、演技全

体の印象について採点した点数を合計します。自由演技におい

ては、芸術的評価（音楽の解釈や図形のユニークさなど）が加

わります。それぞれの得点を満点で割ってパーセンテージで表

します。もちろん、その数字が大きい人馬が上位となります。

障害馬術競技とは
障害馬術競技は、競技アリーナに設置された様々な色や形の

障害物を、決められた順番通りに飛越、走行するもので、障害

物の落下や不従順などのミスなく、早くゴールすることが求め

られます。障害物の大きさは、オリンピックなどのトップレベ

ルの大会では、高さは 160cm、幅（奥行き）は 200cmを超え

るものもあり、選手の技術と馬の能力、さらにそのコンビネー

ションが揃ってこそ、迫力と華麗さを兼ね備えた走行や飛越を

みせることができるのです。

なお、「失権」とはそれ以降は走行を続けてはいけない状況の
ことで、審判員がそれを告げるベルを鳴らします。

障害馬術競技の審査
●障害物の落下　…　減点 4
（一つの障害物に関しては、かけられたバーが 1本落

ちた場合、すべてのバーが落ちた場合、あるいは積み上

げられたブロックが全部倒れた場合のいずれも減点 4）

●不従順（反抗）…　1回目：減点 4　　2回目：失権
障害物の前で馬が止まってしまったり（拒止）、横に逃

げてしまったり（逃避）、それ以外の場所であっても乗り

手の指示に従わないこと。または、コース走行中に巻き

乗り（交点ができる円を描く）をした場合も反抗となり

ます。（ローカルルールでは、2回目も減点 4となり、3
回目で失権となる場合がよくあります）

●反抗の継続（障害間 45秒経過による失権）
コース走行中に継続して 45 秒反抗（その場から動か

なくなったり、立ち上がったり）したときには失権とな
ります。

●規定タイムの超過
コース全長（スタートラインからゴールラインまでの

距離）と要求されているスピードにより規定タイムが設

定され、そのタイムを 4 秒超過するごとに 1点の減点と
なります。（例：規定タイム 72 秒の場合、72 秒 01 ～

76 秒 00 は減点 1、76秒 01 ～ 80 秒 00 は減点 2というように計算）

●制限タイムの超過
規定タイムの 2倍の秒数が制限タイムであり、それを超過すると失

権。（例：規定タイム 72秒の場合、制限タイム 144 秒）

●落馬・人馬転倒
スタートからゴールまでの間に、落馬または人馬転倒

（選手が乗った状態のまま馬が転ぶこと）すると失権。

●経路違反
決められた飛越の順番を間違えると失権。

協賛記事 この記事は、京都府馬術連盟様のご協賛により掲載しております。
日本馬術連盟 https://www.equitation-japan.com/ より抜粋引用。

祝　京都産業大学馬術大会

京都府馬術連盟　会長　千 玄室
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祝
広川 英峻 (1) は、京都産業大学体育会馬術部 (2) を

これからも応援 (3) しています。
(1)　関西学生馬術連盟第 70 代幹事長、関西大学体育会馬術部第 90 代主将。「仕事はできる。滑舌は悪い。」（関大馬術部 Web より）
(2)　京都産業大学の課外活動クラブ第 1 号として 1965 年 4 月 21 日に創部。日馬連、全日学、関西学生、京馬連、本学体育会に所属。
(3)　力を貸して助けること。声援や拍手を送って励ますこと。ここではスポンサーやパトロンの意と解すべきであろう。

H128×W85 
 
 
 
 

 

車 カローラアクシオ（現行型）

車 プリウス（現行型）

地
球
に
優
し
く
、
人
に
優
し
い

教
習
所
を
目
指
し
ま
す
。
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祝
第 36回京都産業大学馬術大会

広 川 装 蹄 所
連絡所　琵琶湖乗馬倶楽部

℡ 077-524-4277

出番 選⼿名 ⾺　名 所　属 総得点 得点率 順位
1 ⻑⾕川　倫太郎 ヴァルゴ 京都産業⼤学⾺術部
2 城⼾　優希 ⿓玖 ⽴命館⼤学⾺術部
3 林　半次 ジェミニ 京都産業⼤学⾺術部
4 棗　光男 タフリン ラ・グレース乗⾺倶楽部
5 佐藤　将⾺ ライオネット 京都産業⼤学⾺術部
6 後藤　裕樹 京楓 京都⼤学⾺術部
7 ⽯⽥　奈美恵 コルボスⅢ 京都産業⼤学⾺術部
8 伊達　潤⼀ ⿓咲 ⽴命館⼤学⾺術部
9 三村　勇⼈ ジェミニ 京都産業⼤学⾺術部
10 ⻑野　天祐 デジタルハーツ ⾼⽥⾼等学校
11 花岡　駿佑 スムースオペレーター エルミオーレ神⼾
12 河野　雄⼤ ヴァルゴ 京都産業⼤学⾺術部
13 川上　優理⼦ ドリームゲッター ラ・グレース乗⾺倶楽部
14 ⽯丸　千愛季 サジッタ 京都産業⼤学⾺術部
15 村上　寧⾳ ⿓駿 ⽴命館⼤学⾺術部
16 ⼩⻄　凌太郎 ヘヴンリィ 京都産業⼤学⾺術部
17 ⻑野　天祐 サブリエティ ⾼⽥⾼等学校⾺術部
18 前野　友⾹ ブルーアース 京都産業⼤学⾺術部

8時00分 開始予定2016年12⽉11⽇(⽇)
第1競技　㈱ワールドマーケット・ジョッパーズ杯―JEF⾺場⾺術競技L1課⽬2013

第36回京都産業⼤学⾺術⼤会

平成 28 年度京都四大学冬期新人戦馬術大会【馬場馬術競技】
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祝　第 36 回京都産業大学馬術大会

TEL 078-846-3821

「幸福を呼ぶ世界で一つだけ」のオリジナル蹄鉄の
制作及び販売を行っています。馬術部の卒部記念品や、
乗馬クラブのイベント商品をオーダーメイドいたしま
す。お気軽にお問い合わせください。

http://www.maruya-maru.com/

開運蹄鉄

株式会社

商標登録　第 5034892 号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
有限会社 ホーキー・ホース 

  住所 京都府福知山市三和町友渕 943 
  TEL 0773-58-2521   FAX 0773-58-2591 

・フィールドタイプ(編み上げ) 
・ドレスタイプ（受注生産）  
    拍車止めつき                   定価 ￥97,200 
                           （税別 ￥90,000） 

ブラウントップは本体価格にプラス￥10,800（税込み） 
ジップガードは本体価格にプラス￥7,560（税込み） 
セミオーダーは本体価格にプラス￥21,600（税込み） 
受注生産になります。（納期は、約２ヶ月） 

南イタリアで伝統的な靴工芸を伝承するデニーロブーツ。数少なくなった

マエストロを抱え、より良い長靴作りへの挑戦を続けています。 
履き心地に大変定評のあるヨーロッパトップクラスの長靴です。 
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祝　第 36 回京都産業大学馬術大会

祝
第 36回京都産業大学馬術大会

チカコアニマルクリニック
獣医師　小池　知加子

〒 616-8034
京都府京都市右京区花園木辻北町 8

TEL	075-466-1200
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出番 選⼿名 ⾺　名 所　属 総得点 得点率 順位
1 ⼤澤　貴之 ライオネット 京都産業⼤学⾺術部
2 堀　美沙樹 フェイバータッチ 京都⼤学⾺術部
3 浪花　岩雄 サンライズキング 琵琶湖乗⾺倶楽部
4 上野　春 パシフィア 京都⼤学⾺術部
5 ⼭本　彩夏 サジッタ 京都産業⼤学⾺術部
6 中村　⽂⾹ フロストフラワー 京都⼤学⾺術部
7 尾崎　洸紀 ドリド 同志社⼤学⾺術部
8 牧ヶ⾕　佳佑 鞠⼩路 京都⼤学⾺術部
9 上河　美穂 ジャリスコアナヴァン 京都産業⼤学⾺術部
10 増江　りさ キャンベラ 京都⼤学⾺術部
11 原⽥　尚⻘ デジタルハーツ ⾼⽥⾼等学校
12 臧　⾬⽵ 京皐⽉ 京都⼤学⾺術部
13 ⽯⽥　惇也 ヘヴンリィ 和歌⼭県⽴和歌⼭東⾼等学校
14 岩⾕　悠⾥ 京楓 京都⼤学⾺術部
15 今福　宏司 ハギノグランドール 琵琶湖乗⾺倶楽部
16 柳澤　俊介 京⾶梅 京都⼤学⾺術部
17 佐野　有希 ドリド 同志社⼤学⾺術部
18 荒川　由布 フェイバータッチ 京都⼤学⾺術部

8時00分 開始予定2016年12⽉11⽇(⽇)
第2競技　有限会社ハフリンガー杯―JEF⾺場⾺術競技A2課⽬2013

第36回京都産業⼤学⾺術⼤会

祝

第 36回
京都産業大学馬術大会

世界文化遺産

上賀茂神社
京都市北区上賀茂本山 339
TEL	075-781-0011

http://www.kamigamojinja.jp/

神
しん

馬
め

「神
こう

山
やま

号」は、
祭日・日曜・祝日に出社しております。

及び、2017 年 1 月 7 日（土）10 時白馬奏覧神事
当日は 12,13,14,15 時に牽馬を行います。

二の鳥居内でご覧頂けます。
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祝　第 36 回京都産業大学馬術大会

株式会社アーバン北村
〒 606-8392　京都市左京区聖護院山王町 42
TEL: 075-751-7676　FAX: 075-751-8801

【学生向きインターネットフリーセパレートワンルームマンション】

・京都大学付属病院前 アーバン北村聖護院
・同志社大学今出川校舎近く アーバン北村出町

一般建築用木材
銘木・新建材・住宅機器

マキタ木材（株）
京都市北区上賀茂朝露ヶ原町 17

TEL 075-781-7504
FAX 075-721-1366
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祝
京都産業大学馬術大会

髙宮ライディングパーク
〒 601-0532 京都市右京区京北上中町稲谷 20

075-854-0511
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（株）杉原商会［御薗橋
東詰上る］TEL.075-701-6161

http://www.sugiharasyoukai.co.jp/

楽ノリレンタカー | 検索

車 の プ ロ が 手 掛 け る

レンタカー
RAKUNORI RENT A CAR　

始 め ま し た ! !

楽

出番 選⼿名 ⾺　名 所　属 総得点 得点率 順位
1 荒⽊　梨花 メイショウジンム 同志社⼤学⾺術部
2 森川　毅 京楓 京都⼤学⾺術部
3 芦⽥　真由 ジャック・スパロウ 同志社⼤学⾺術部
4 下平　佳織 メイショウジンム 同志社⼤学⾺術部

10時20分 開始予定2016年12⽉11⽇(⽇)
第3競技　FEI 総合⾺術競技 1スター(1*)2009⾺場⾺術課⽬A

第36回京都産業⼤学⾺術⼤会
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出番 選⼿名 ⾺　名 チーム名 順位
北川　翠 ヒコーキグモ

川東　夏⼦ サンライズキング
野崎　紗羅 ハギノグランドール
宇野　⼤輝 クイック
⽊下　奈智 オーバーザシード
岸本　佳与 ロングバビロン
⾼⾕　実莉 ヒコーキグモ
⽥中　柚⽉ サンライズキング
花⾕　圭⼈ クイック
⽑利　優菜 オーバーザシード
佐藤　将⾺ ライオネット
河野　雄⼤ ヴァルゴ

⽯丸　千愛季 サジッタ
三村　勇⼈ ジェミニ

⼩⻄　凌太郎 ヘヴンリィ
⻄⼭　歩那 ヒコーキグモ

福⽥　萌々⼦ サンライズキング
諏訪　華奈⼦ ハギノグランドール
宮本　幸典 クイック
⾼松　佑⾐ オーバーザシード
今福　宏司 ロングバビロン
浪花　岩雄 ヒコーキグモ
打⽥　弥⽣ サンライズキング
⽯井　知 クイック

⻄川　聡美 オーバーザシード

第36回京都産業⼤学⾺術⼤会

第4競技　⽇本農産⼯業株式会社・株式会社津⽥商店杯―部班競技
2016年12⽉11⽇(⽇) 10時00分 開始予定

総得点

1

2

3

4

5

膳所⾼等学校⾺術部A

膳所⾼等学校⾺術部B

琵琶湖乗⾺倶楽部

膳所⾼等学校⾺術部C

京都産業⼤学⾺術部

祝　第 36回京都産業大学馬術大会

京都大学銀蹄会
〒 606-8224 京都市左京区北白川追分町 

京都大学北部構内馬場管理棟
TEL 075-722-6949
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凛とした気品を醸し出し、乗る者を魅了する馬達。競技場を駆け巡る姿

を見ていると、ますます好きになるのです。私達は、馬に接する事で 

大好きな馬の仕事に関われた事を誇りに思います。馬運車に乗った馬達

の穏やかな表情を見て、気持ちを更に引締めハンドルを握るのです。 

 

http://thoroughb-express.com 

■一般労働者派遣事業部 サラブ・ワーク（般 28-100001） 

■有料職業紹介事業部  サラブ・ワーク（28-ユ-300123） 

■ホームページ制作事業部  thorough-web（サラ・ウェブ） 

 

【本  社】 〒677-0061 兵庫県西脇市合山町 808-4 

TEL.0795-27-0818 
FAX.0795-27-0735 

  thoroughb-0909@kpa.biglobe.ne.jp 

【姫路営業所】TEL.079-224-1131 

馬匹（競技馬・競走馬）輸送、一般区域貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業  

代表取締役 矢納 利夫 

株式会社サラブエクスプレス 

夢を託したあなたの愛馬を安心・確実に輸送します。 



 

祝 
京都産業大学 

馬術大会 2016 

馬用飼料に関するご用命は当社にお任せください！

株式会社津田商店
〒 大阪府羽曳野市古市５－７－１３

：（０７２）９５６－６６１８

：（０７２）９５６－１５６０

【乾燥飼料】

アルファルファ・ヘイ チモシー・ヘイ オーツ・ヘイ ふすま

圧偏大麦 えん麦 大豆粕 並塩 等々

【ノーサン馬用飼料シリーズ】

☆ 乗馬用配合飼料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・優駿プレミアム ・優駿

☆ 乗馬用配合飼料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ホースバランサー

☆ 馬用栄養強化ミネラル剤・・・・・・・・・・・ グリーンカル

☆ 競走馬用高エネルギー飼料・・・・・・・・・ﾊﾟﾜｰﾏｯｸｽ トリメﾄｯｸ

☆ 競争馬用栄養強化飼料・・・・・・・・・・・・ エースチャンピオンビクトリー

☆ 育成馬・競走馬用配合飼料・・・・・・・・・ノーサンバランス（ ）

☆ 育成馬・競走馬用配合飼料・・・・・・・・・エースレーションネオ

☆ 馬用電解質飲料・・・・・・・・・・・・・・・・・・ウォーターサプリ

製造 ＮＯＳＡＮ日本農産工業株式会社



 

祝 
京都産業大学 

馬術大会 2016 

馬用飼料に関するご用命は当社にお任せください！

株式会社津田商店
〒 大阪府羽曳野市古市５－７－１３

：（０７２）９５６－６６１８

：（０７２）９５６－１５６０

【乾燥飼料】

アルファルファ・ヘイ チモシー・ヘイ オーツ・ヘイ ふすま

圧偏大麦 えん麦 大豆粕 並塩 等々

【ノーサン馬用飼料シリーズ】

☆ 乗馬用配合飼料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・優駿プレミアム ・優駿

☆ 乗馬用配合飼料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ホースバランサー

☆ 馬用栄養強化ミネラル剤・・・・・・・・・・・ グリーンカル

☆ 競走馬用高エネルギー飼料・・・・・・・・・ﾊﾟﾜｰﾏｯｸｽ トリメﾄｯｸ

☆ 競争馬用栄養強化飼料・・・・・・・・・・・・ エースチャンピオンビクトリー

☆ 育成馬・競走馬用配合飼料・・・・・・・・・ノーサンバランス（ ）

☆ 育成馬・競走馬用配合飼料・・・・・・・・・エースレーションネオ

☆ 馬用電解質飲料・・・・・・・・・・・・・・・・・・ウォーターサプリ

製造 ＮＯＳＡＮ日本農産工業株式会社
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出番 選⼿名 ⾺　名 所　属 タイム 総減点 順位
1 松永　晴太 テーオーゼウス 京都産業⼤学⾺術部
2 ⼩住　⿓之介 鞠⼩路 京都⼤学⾺術部
3 岡本　⿇⾐⼦ アグネスドーン 同志社⼤学⾺術部
4 尾嵜　俊介 ゼンダリン ⾼⽥⾼等学校⾺術部
5 ⻘⽊　⼗吾 パシフィア 京都⼤学⾺術部
6 藤尾　昂司 ミキノティータイム 同志社⼤学⾺術部
7 丹⽻　れい ⿓緑 ⽴命館⼤学⾺術部
8 ⽩⼟　健太郎 フロストフラワー 京都⼤学⾺術部
9 伊達　潤⼀ ⿓咲 ⽴命館⼤学⾺術部
10 増江　りさ キャンベラ 京都⼤学⾺術部
11 橋本　孝幸 ロングバビロン 琵琶湖乗⾺倶楽部
12 薄⽊　裕也 アイリ 京都⼤学⾺術部
13 森川　葵 ホワイトベル 同志社⼤学⾺術部
14 城⼾　優希 ⿓瑪 ⽴命館⼤学⾺術部
15 ⼭崎　あゆ 鞠⼩路 京都⼤学⾺術部
16 瀬⼝　純華 ミキノティータイム 同志社⼤学⾺術部
17 尾嵜　俊介 アルシャインⅡ ⾼⽥⾼等学校⾺術部
18 川上　優理⼦ ラインレグルス ラ・グレース乗⾺倶楽部

12時00分 開始予定2016年12⽉11⽇(⽇)
第5競技　京都府⾺術連盟会⻑・千⽞室杯―L級C障害⾶越競技

第36回京都産業⼤学⾺術⼤会

祝　第 36 回 京都産業大学馬術大会

DURABLE	乗 馬 用 品  SENSIBLE

中江物産株式会社
神戸市中央区磯上通 5 丁目 1 番 13 号

TEL (078) 231-6789　FAX (078) 241-9531
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祝
第 36回京都産業大学馬術大会

上 田 装 蹄 所
TEL　090-8650-8773　075-744-3138
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祝

第36回京都産業大学馬術大会
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出番 選⼿名 ⾺　名 所　属 タイム 総減点 順位
1 ⽯⽥　惇也 ブオーテス 和歌⼭県⽴和歌⼭東⾼等学校
2 伊達　潤⼀ ⿓咲 ⽴命館⼤学⾺術部
3 縄⽥　雄⾶ ジャック・スパロウ 同志社⼤学⾺術部
4 原⽥　尚⻘ トト ⾼⽥⾼等学校
5 増江　りさ キャンベラ 京都⼤学⾺術部
6 柳井　万由⼦ アグネスドーン 同志社⼤学⾺術部
7 ⽯丸　千愛季 デルフィナス 京都産業⼤学⾺術部
8 村上　寧⾳ ⿓緑 ⽴命館⼤学⾺術部
9 ⻑野　天祐 ゼンダリン ⾼⽥⾼等学校⾺術部
10 河野　雄⼤ ブルーアース 京都産業⼤学⾺術部
11 花岡　駿佑 スムースオペレーター エルミオーレ神⼾
12 荒⽊　梨花 メイショウジンム 同志社⼤学⾺術部
13 前野　友⾹ ブオーテス 京都産業⼤学⾺術部
14 城⼾　優希 ⿓瑪 ⽴命館⼤学⾺術部
15 廣瀬　玲奈 ドリド 同志社⼤学⾺術部
16 佐藤　将⾺ ダノンイチロー 京都産業⼤学⾺術部
17 薄⽊　裕也 アイリ 京都⼤学⾺術部
18 原⽥　尚⻘ アルシャインⅡ ⾼⽥⾼等学校⾺術部
19 三村　勇⼈ ジアース 京都産業⼤学⾺術部
20 加納　拓都 ⿓咲 ⽴命館⼤学⾺術部
21 中村　優太 アグネスドーン 同志社⼤学⾺術部
22 ⻑野　天祐 フォルナックスⅡ ⾼⽥⾼等学校
23 ⼩池　知加⼦ ジャック・スパロウ 同志社⼤学⾺術部
24 ⼩⻄　凌太郎 ラインレグルス 京都産業⼤学⾺術部

13時10分 開始予定2016年12⽉11⽇(⽇)
第6競技　有限会社徳⼭産業杯―L級A障害⾶越競技

第36回京都産業⼤学⾺術⼤会

祝
第３６回 京都産業大学馬術大会

世界文化遺産 下 鴨 神 社
京都市左京区下鴨泉川町59 ＴＥＬ075-781-0010

流鏑馬神事

平成 26 年度京都四大学冬期新人戦馬術大会【障害飛越競技】
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祝　第 36回京都産業大学馬術大会

��������������

���

第
36
回
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祝
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祝 第 35 回京都産業大学馬術大会 

 

Rawhide(ﾛｰﾊｲﾄﾞ)は体型に合わせたオーダーメードのチャップスやレッグチャップスをつくります 

その他、カラフルな小物もつくります。 

 

        

 

 

 

 
 

           

 
            

 

 

 

フィット感、耐久性、良質素材の追及 

革工房ローハイド 
〒617-0814 

京都府長岡京市今里 2-1-9 

Tel&fax 075-955-5428 

携帯 090-2283-7622 

携帯 090-1893-2401 

        

三脚椅子  

模様、脚の長さ、指定

できます。 

カラフルな拍車ベルト 
ネーム刺繍も入れられます。糸の色も変えられます 

ペットの首輪にも作り変えできます 

前ファスナーの 

レッグチャップス 

ゼッケンバッグ 
帆布素材のトート

バッグです 

祝　第 36 回京都産業大学馬術大会

祝開催　京都産業大学馬術大会 2016
嘉永元年創業　宮内庁御用達
石　碑　・　建築石材

大石石材工業株式会社
奈良県大和郡山市南鍛冶町 26

TEL	0743-53-4021　　FAX	0743-53-7973
http://bigstone.sakura.ne.jp/
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祝　第 36 回京都産業大学馬術大会

祝
「第36回京都産業大学馬術大会」
大会の成功と出場選手の健闘を

祈念いたします！！
同志社健蹄会

（同志社大学体育会馬術部 OBOG 会）

〒 610-0394 京田辺市多々羅都谷 1-3　TEL 0774-62-9894
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　㈱グッドハウジング京都産業大学前店

　住所 京都市北区上賀茂壱町口町6

　ＴＥＬ 0120-08-3943

　営業時間9：00～18：00

　駐車場 有
　ＨＰ http://ryouke.com/
　ＨＰにて賃貸パンフレットの発送を承っております！

アパマンショップ加盟店の中で京都産

業大学前店のみが

京都産業大学の指定業者です。

http://www.hf-kyoto.jp

祝

第34回京都産業大学馬術大会

ハーモニーファーム京都
〒６１０－０１１５ 京都府城陽市観音堂甲畑４６－２

ＴＥＬ ０７７４－５４－００５３

第 36 回京都産業大学馬術大会

乗馬の感動をすべての人に。
コストパフォーマンスの高い乗馬用品を買うなら当店で。

英国王室御用達メーカーの鞍・キュロット・ヘルメットから

オーダー感覚で選べるロングブーツまで、年間1万件の販売実績。

大阪のショップ、または自宅で試着可。

初心者でも安心！経験豊かなスタッフがあなたの乗馬ライフをサポートします。

無料カタログのお申し込み、お問い合わせはお気軽に。

TEL ; 0120-969-232
(月～土曜・10時～18時/日・祝除く)

FAX ; 06-6314-6192
E-mail ; info@jodhpurs.jp

お得なポイントが貯まる

ネットショップはこちら。

乗馬　ジョッパーズ

翌日発送

初心者でも、ジョッパーズなら安心

返送料
無料

お客様
サポート

当店コンシェルジュ
が、初心者の方にも
電話やメールで丁寧
にサポート致します。

サイズ交換にも対応、
ご自宅で試着が可能
です。
※一部商品を除く

ご注文の翌営業日に
発送、土曜日も発送
対応致します。
※振込の場合、ご入金
の翌営業日に発送
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株式会社 Equicure
獣医師　伊藤 桃子

2003 年　Equine Body Worker 認定
2005 年　NZ Equine Dentistry School 修了

〒 444-3242 愛知県豊田市大沼町荒井前東 33-38
TEL 090-7684-9045　　FAX 0565-90-2237

京都産業大学馬術大会

京都市北区大宮玄琢南町25　℡(075)493-0101

●京都産業大学前から無料送迎バス(北コース)が毎時運行

●毎週月・火・木・金　並楽館２Ｆにて相談会開催中（１０:００～１７:００）

学内でお申込ができる

出番 選⼿名 ⾺　名 所　属 タイム 総減点 順位
1 ⽯丸　千愛季 ジアース 京都産業⼤学⾺術部
2 佐藤　将⾺ ダノンイチロー 京都産業⼤学⾺術部
3 丹⽻　れい ⿓緑 ⽴命館⼤学⾺術部
4 ⻑⾕川　倫太郎 ジャリスコアナヴァン 京都産業⼤学⾺術部
5 花岡　駿佑 スムースオペレーター エルミオーレ神⼾
6 ⽯⽥　奈美恵 フォルナックスⅡ 京都産業⼤学⾺術部
7 河野　雄⼤ ブルーアース 京都産業⼤学⾺術部
8 ⼩⻄　凌太郎 ラインレグルス 京都産業⼤学⾺術部

14時35分 開始予定2016年12⽉11⽇(⽇)
第7競技　JRAファシリティーズ株式会社杯―M級D障害⾶越競技Part I

第36回京都産業⼤学⾺術⼤会
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祝
第 36 回京都産業大学馬術大会

総合建設業

株式会社前田英工務店
京都市中京区麩屋町通竹屋町上る舟屋町 419 番地の 1

TEL 075-256-3021
FAX 075-241-4720

祝
第 36 回京都産業大学馬術大会

第8競技　【不実施】M級D障害⾶越競技Part II・SA級認定審査（障害）
第36回京都産業⼤学⾺術⼤会
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祝
第 36 回京都産業大学馬術大会

㈱ベルホースファーム
〒 513-0001

三重県鈴鹿市広瀬町 2419
TEL 059-378-8590

ヘラクレス・ヘラクレス（ヘラクレスオオカブト 原名亜種） 

昆虫専門誌 BE・KUWA 飼育ギネス記録 2009、2010、2011 年、3年連続更新 

2016 年奪還 V4 達成 171.8ｍｍ 

                                      外国産カブトムシ ブリード・販売 

                     リバーフィールド 
ヘラクレス・ヘラクレス          三重県名張市桔梗が丘西 1-53 

 Dynastes hercules hercules             Tel   080-5118-0755 

フランス領グアドループ諸島               Mail   riverfield@sf.commufa.jp 

171.8ｍｍ直仔 好評販売中          URL   http://riverfield-shop.com/ 

その他 主なブリード・販売種 

 

ネプチューンオオカブト     サタンオオカブト       アクティオンゾウカブト 

Dynastes neptunus               Dynastes satanas               Megasoma acutaeon 

コロンビア サタンデール      ボリビア ユンガス州コロイコ    ペルー イキトス 

産卵から羽化まで対応 ギネス実績 オリジナル飼育マット 大好評販売中！！ 



http://www.cavallo-net.com

兵庫県

兵庫県

 2016
 Autumn ＆ Winter  Collection
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出番 選⼿名 ⾺　名 所　属 タイム 総減点 順位
1 ⼭本　彩夏 サジッタ 京都産業⼤学⾺術部
2 柳澤　俊介 京⾶梅 京都⼤学⾺術部
3 ⼭中　⻯⾺ ロングバビロン 琵琶湖乗⾺倶楽部
4 増渕　美和 ホワイトベル 同志社⼤学⾺術部
5 ⼩淵　琴 キャンベラ 京都⼤学⾺術部
6 浪花　岩雄 ヒコーキグモ 琵琶湖乗⾺倶楽部
7 中本　陵介 ブオーテス 京都産業⼤学⾺術部
8 横⽊　菜々⼦ アグネスドーン 同志社⼤学⾺術部
9 三鍋　尚史 京皐⽉ 京都⼤学⾺術部
10 ⼤澤　貴之 トト 京都産業⼤学⾺術部
11 ⼩⼭　菜緒 アイリ 京都⼤学⾺術部
12 上河　美穂 ジャリスコアナヴァン 京都産業⼤学⾺術部
13 ⽊村　亮太 ロングバビロン 琵琶湖乗⾺倶楽部
14 岸　萌⾳ ホワイトベル 同志社⼤学⾺術部
15 Roghi Marina デルフィナス 京都産業⼤学⾺術部
16 塩⽥　嶺明 京⾶梅 京都⼤学⾺術部
17 ⽮島　拓海 ヒコーキグモ 琵琶湖乗⾺倶楽部

15時30分 開始予定2016年12⽉11⽇(⽇)
第9競技　近畿地区乗⾺団体協議会会⻑・千⽞室杯―ノービス障害⾶越競技

第36回京都産業⼤学⾺術⼤会

〒603-8017 京都市北区上賀茂壱町口町 2-2

営業時間 10:00 ～ 18:00
E-mail sandaimae@flat-a.co.jp

京都産業大学指定業者

お部屋さがしは大学前

横断歩道わたって 3歩

祝　第 36 回京都産業大学馬術大会

滋賀県乗馬連盟
〒 528-0005 滋賀県甲賀市水口町水口 6328　水口乗馬クラブ内

TEL 074-862-9568　　　FAX 074-862-1366



エルミオーレでは感動を共有できるスタッフを募集しています

info@elmeaule.co.jp乗馬体験受付中

www.zeroma.jp

０円の商品が並ぶフリーマーケット

０円マーケットをご存知ですか？
捨てられない『モノ』も『想い』は、迷わず0円マーケットに出品！
欲しいモノは0円マーケットでゲットしちゃいましょう！

0 円マーケットは 0円の商品が並
ぶフリマです。登録をすれば、ど
なたでも 0円の商品をもらうこと
ができますし、0円の商品を出品
できます。
商品はすべて 0円、通常のオーク
ションやフリマのように金額で取

引相手を決めることはありません。
0円マーケットで金額の代わりに
なるのは『想い』です。想いと想
いをつなぐ。それが 0円マーケッ
トの考えです。
また取引の流れはすべて匿名。個
人情報を開示することなく取引で

きます。相手と直接会うことがな
く、匿名で商品が届くのは 0円マー
ケットだけです。
面倒な梱包や配送手続きは全て 0
円マーケットが手配します。発送
も受領も自宅で待っているだけで
ＯＫ！ぜひご登録ください！


