京都産業大学体育会馬術部

活動のあらまし
第 50 期／ 2014 年度

馬術へのいざない
まずは、読んでみてください。
あなたの人生を変えるかもしれません。
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【参考】馬術部のある大学（関西学生馬術連盟所属クラブ）
京都府…京都、同志社、立命館、本学
大阪府…大阪府立、大阪市立、関西、近畿
兵庫県…神戸、関西学院、甲南、武庫川女子

馬術部の存在は、その設置・維持に相当の費用を

奈良県…天理

であるといえる。
（他には「医学部」の存在など）

要することから、総合大学のステータスのひとつ

あなたへメッセージ
馬術部は、いわゆる乗馬クラブの会員のように馬に
乗るだけのクラブではありません。馬という動物を、
自分たちで「飼育」しつつ、馬術競技（詳しくは
次ページ）を行う
ために、馬たちを「調教」することで、競技スポーツ
を極めることを目的とするクラブです。
このようなクラブ活動ですから、馬に乗るための能
力はもちろんのこと、馬を調教するための知識や経験
そして多様な技術が必要です。更に、馬たちを日ごろ
から飼育・維持し、競技会への会場まで安全に輸送し、
試合会場において人と馬それぞれのコンディションを
良い状態に保つためには、非常に高度なマネジメント能力が必要です。
そして、馬術部の運営のためには「人・馬・お金・時間・情報」と、多くのリソース（経
営資源）が必要です。よって 4 年間、
馬術部の運営に携わると、それらリソースのオペレー
ション能力と組織のマネジメント能力が身に付くことは、間違いないでしょう。
ここまでお読みいただいた方の中には「私でも出来るのかな？」と心配される方もお
られるかもしれませんが、ご安心ください。大学から始める方であっても、先輩や指導
者が、基本のきほんからひとつずつ丁寧にお教えいたしますので、一通りの所作を短期
間で身に付けることが可能です。
また、馬術競技は比較的競技人口が少ないことから、大学から始めても、選手として
の活動を望むのであれば、
インカレ（全日本学生）に出場することも十分に可能です（現
に多くの先輩方が出場されています）
。もちろん、選
手として活動することを志向されない方の入部も大歓
迎です。
もし、こんなクラブに少しでも興味を持たれました
ら、ぜひ一度、馬に乗りに来てみてください。馬たち
は、あなたが来るのを首を長くして待っていることで
しょう。

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。
ひとくちに馬術競技といっても様々な種目が行われています。オリンピックでは、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」、演技の正確さや美しさを競う「馬場馬術」、
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」の計 3 種目が行われています。
インカレにあたる「全日本学生」でも同様に、
馬場、障害、総合の 3 種目で行われているため、
本学馬術部においてもこの 3 種目を主眼に置いて
活動しています。なお、その他にも国際馬術連盟
（FEI）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（詳細は割愛いたします）。

◆障害馬術（Show jumping）
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。

◆馬場馬術（Dressage）
馬場馬術競技は、20m×60m 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、
「常歩（なみあし）」、
「速歩（はやあし）」、
「駈歩（かけあし）」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。

◆総合馬術（Eventing）
総合馬術競技は、馬場馬術競技・クロスカント
リー競技・障害馬術競技の 3 種目を同一人馬のコ
ンビネーションで 3 日間をかけて行う競技で、そ
の 3 種目の減点合計の少ない人馬が上位となりま
す。クロスカントリー競技は、自然に近い状態の
地形に竹柵、生垣、池、水濠、乾壕などのボリュー
ムのある障害物が設置されます。

競技会への出場
◆自馬戦と貸与馬戦
競技会には大きく分けて、普段自分たちが騎乗
している馬で出場する「自馬戦」と、試合時にその場のくじ引き等で割り当てられた馬に騎乗して出場
する「貸与馬戦」があります。全日本学生（インカレ）の場合、「三大大会」（障害、馬場、総合）は自
馬戦で、
「選手権大会」は貸与馬戦で行われています。今日の競技会ではほとんどが自馬戦となっており、
貸与馬戦は全日本学生の選手権、高校馬術部の選手権、国体の少年団体などでの競技が残っているのみ
となっています。

◆多くの縁の下の力持ち ～騎手（選手）・馬（第二の選手）そして第三の選手たち～
馬術の競技会は、選手と馬だけでは成立しえません。もちろん大会運営者（主催者、大会役員や競技
きゅうしゃ

補助員）なども必要ですが、競技出場時に騎手と馬をサポートする「馬付き」や（試合会場の）厩舎の
管理をする「グルーム」も欠かせません。そして何より、競技会に遠征している時であっても、競技会
に出場しない馬たちもいるため、（馬術部の）厩舎で「居残り」をする人も、試合時における大切な存在
です。よって、馬付き、グルーム、居残りの人たちは「第三の
選手」と言っても過言ではないでしょう。
そして、この三種類の選手（騎手、馬、馬付等）が、それぞ
れの役割を果たし、互いに適切なコミュニケーションをとり、
時には「阿吽の呼吸」で動くことが出来なければ、試合で勝つ
ことは出来ません。馬に騎乗する側（騎手）も、それをサポー
トする側（馬付等）も、どちらの立場であったとしても、常に
馬のことを思い、第一に考え、そしてプライドを持って任され
た役割を果たすということにおいては、全く同じ立場なのです。

◆競技会だけが競技会ではない ～試合までの準備とアフターケア～
試合に出場するだけが試合ではありません。当然ながら競技会へは、人だけでなく馬も連れていきま
す。競技会出場のための事務手続き（参加申し込み等）を済ませた後は、馬の輸送計画、馬運車の手配、
人の宿泊先の手配、そして出発前の前日準備など、試合に向けた準備を、部員各々の役職と担当馬に応
じて準備していきます。競技会前日の「打ち合わせ会」には、各出場団体の代表者が出席し、競技会に
おけるルールや注意事項、棄権や追加エントリーなどの確認を行い、これらの情報は各部員にも周知徹
底しておきます。
そして競技会終了後、人も疲れていますが、当
然ながら馬も疲労が溜まっています。出場馬の担
当者は、各々の担当馬の「アフターケア」を行い、
次の試合や練習に備えます。このように、馬術部
では、馬あってのクラブ活動ですので、常に馬の
ことを考えなくてはなりません。

なかまたち《人編》

セレ…スポーツ推薦入試
一般…スポーツ推薦以外

4 回生（47 期） 男 3 名、女 2 名｜セレ 3 名、一般 2 名
お仕事…部全体のマネジメント

主将

施設・車両・和駿会

北海道・おひつじ座・B
セレ・高校馬術部
主会計

北海道・しし座・O
セレ・スポーツ少年団
庶務（主務）

福岡・おとめ座・不明
セレ・スポーツ少年団
サポーター

京都・おひつじ座・O
一般・高校馬術部

福山和哉（経営）

桐原

智（経済）

鍋島

希（外国語）

佐々木一馬（法）

山本

唯（文化）

京都・ふたご座・A
一般・大学より

最上回生にあたる 4 回生は、部員の中での司令塔であり責任者。判断力が求められます。
それと同時に 4 回生は、指導者と下級生の間に立つ中間管理職でもあります。
部活や学業の事で悩んだら年長者の彼らに、何でも気軽に相談してみましょう。

3 回生（48 期） 男 4 名、女 2 名｜セレ 1 名、一般 5 名
お仕事…練習や試合のオペレーション

副将・副会計

馬具・馬匹

滋賀・やぎ座・O
一般・大学より
庶務（副務）

三重・みずがめ座・B
セレ・乗馬クラブ
飼料・Web

北海道・かに座・O
一般・大学より
施設

京都・みずがめ座・B
一般・スポーツ少年団
学馬連

大阪・おとめ座・A

大阪・おとめ座・A

吉永晃之佑（経済）

西川慎市（法）

佐藤乃暉（法）
一般・大学より

川上優理子（経営）

棚橋祐太（経済）

田淵園恵（法）
一般・大学より

3 回生の役割は、部活最後の年を迎える 4 回生のサポート役。（来年 4 回生になった時のためにも）
実は 3 回生がしっかり者か否かで、4 回生の運命が案外決まったりします。責任重大なのです。
3 回生が部活運営で忙しそうな時は、気を遣うようにしましょう。そして将来への参考にしましょう。

2 回生（49 期） 男 4 名、女 3 名｜セレ 1 名、一般 6 名

お仕事…日誌を書く、神馬を連れて行く

馬具・馬匹

施設

福島・みすがめ座・A
セレ・スポーツ少年団
飼料

大阪・ふたご座・O
一般・大学より
学馬連

三重・おとめ座・O
一般・大学より
会計・和駿会

奈良・いて座・A
一般・大学より
Web

東京・うお座・O
一般・大学より
庶務

京都・うお座・B
一般・大学より

奥谷仁智（経済）

小川真敬（総合生命）

濵砂佳奈子（経済）

野津智成（法）

大石真裕（経済）

瀬戸菜月（文化）

北川愛菜（文化）
京都・おとめ座・O
一般・乗馬クラブ

2 回生は、1 回生にとって身近な存在です。1 回生の教育係とも言えるでしょう。
部活のことで何かあったら、まずは 2 回生に報告・連絡するようにしましょう。
2 回生の側も、1 回生を指導することにより、上回生へと成長する一歩となるのです。

1 回生（50 期） 男 3 名、女 2 名｜セレ 2 名、一般 3 名
お仕事…部に慣れる、仕事を覚える

新入生

新入生

滋賀・みずがめ座・AB
セレ・高校馬術部
新入生

大阪・さそり座・O
セレ・スポーツ少年団
新入生

京都・うお座・A
一般・高校馬術部
新入生

東京・うお座・O
一般・高校馬術部

松永晴太（経済）

長谷川倫太郎（経営）

中村

石田奈美恵（法）

前野友香（外国語）

平（外国語）

京都・かに座・A
一般・乗馬クラブ

ここに載っている 1 回生は、入学前から部活動に参加している、つまり馬術の経験者です。
しかし、馬の経験があなたよりも少し豊富なこと以外は、あなたと同じ大学の新入生なのです。
馬の経験の有無に関係なく互いに切磋琢磨し、共に助け合って良い世代を作り上げてください！

なかまたち《馬編》
2002.7.10 入厩

ライオネット

2002.8.7 入厩

リンクス

♂・サラブレッド・鹿毛
1997.5.1 生・北海道
父：アフリート
母：タイウェーブ

♂・アングロアラブ・芦毛
1996.6.8 生・北海道
父：スマノアスカ
母：フォーモサフジ

デルフィナス

レプス

2008.4.1 入厩

2008.4.7 入厩

♀・ダッチブレッド・鹿毛
1997.4.20 生・オランダ
父：Colorado D
母：Marlina D

♂・アングロアラブ・芦毛
1997.4.20 生・北海道
父：トライバルセンプー
母：レディラツド

アルシャインⅡ

ラックポーター

2008.7.3 入厩

♂・サラブレッド・芦毛
2000.3.5 生・アメリカ
父：Holy Bull
母：P. C. J. Relaxer

2009.12.6 入厩

ブオーテス

♂・サラブレッド・青鹿毛
2006.5.12 生・北海道
父：シンボリクリスエス
母：フリクション

2011.7.3 入厩

トト

♂・サラブレッド・青鹿毛
1997.5.1 生・北海道
父：サンデーサイレンス
母：リューム

2013.7.17 入厩

サジッタ

♂・サラブレッド・鹿毛
2005.2.28 生・北海道
父：マリエンバード
母：エリモメロディー

2009.5.20 入厩

♂・サラブレッド・鹿毛
1996.4.17 生・北海道
父：オペラハウス
母：テンザンヒムカ
2010.1.27 入厩

シャウラ

♂・サラブレッド・芦毛
2000.5.23 生・北海道
父：ティッカネン
母：アサクサキャニー
2012.3.17 入厩

2003.9.12 入厩

ジアース

♂・サラブレッド・鹿毛
1997.5.8 生・北海道
父：デインヒル
母：ライトスイート
2008.4.28 入厩

ヴァルゴ

♀・不詳・鹿毛
1997 生・オーストラリア
父：不詳
母：不詳
2009.11.12 入厩

ブルーアース

♂・サラブレッド・栗毛
2005.5.23 生・北海道
父：グラスワンダー
母：スパシーバ
2011.2.16 入厩

ダノンイチロー

♂・サラブレッド・鹿毛
2006.2.15 生・北海道
父：アグネスタキオン
母：ハーストーリー
2013.2.28 入厩

ジャリスコアナヴァン

メイショウシャフト

2013.11.7 入厩

2011.9.1 入厩

♂・日本スポ・栗毛
2004.3.16 生・岩手県
父：フリーデンスラート
母：ガミンヌ

モルエラン

♂・サラブレッド・青鹿毛
2005.4.25 生・北海道
父：ダンスインザダーク
母：ゴーンプロフェッショナル

♂・サラブレッド・鹿毛
2003.4.21 生・北海道
父：メイショウオウドウ
母：メイショウエビータ

メダイヨン

♂・サラブレッド・芦毛
2004.2.25 生・北海道
父：アドマイヤコジーン
母：フリーダムトレイル
2014.3.22 入厩

ピッピ

♂・ポニー・ぶち毛
2007 年生・不詳
父：不詳
母：不詳

馬術部の日常～部員のとある 1 日～
《ポイント》
◆練習は、授業に支障が無いように朝に行います。
（冬期の馬場凍結時を除く）
◆当番は、アルバイトのシフトのように予め決めています。（週に 1 ～ 2 回程度）
◆手入れは、授業の合間の空き時間に行います。
（1 人 1 頭、1 頭で 60 分程度）

時 刻
5:00 ～
5:15

《寮・下宿の場合》

活動内容

厩舎に到着、乗る準備
集合時刻、作業・練習開始

《遠方から通学の場合》

起床→身支度→自宅を出発→
電車・バス等→バイク・自転車で
厩舎に向かう
7:00 頃までに到着出来れば
3 鞍目に間に合うので騎乗可能

5:45 ～

練習 1 鞍目（40 分）

6:25 ～

練習 2 鞍目（40 分）

7:05 ～

練習 3 鞍目（40 分）／練習合計 120 分
練習が終わった馬から順番に【朝飼】を与える

7:45
7:45 ～

練習終了、連絡事項の伝達
片付け、休憩・朝ごはん （更衣室・シャワー室・調理設備等有り）
《当番の日》

8:45 ～

授業のため大学へ

当番は 3 ～ 5 人です

9:00 ～

授業（１～ 2 限）

10:00

※授業の無い人が馬に水を与える【10 時水】

12:15 ～ 馬に【昼飼】と水を与えに厩舎へ
13:00 ～ 授業のため大学へ

《当番でない日》
授業のため大学へ
授業（１～ 2 限）
食堂等でお昼ごはん

13:15 ～ 授業（3 限）

授業（3 限）

15:00 ～ 授業終了→厩舎へ

授業終了→厩舎へ

15:15 ～

馬に水を与える【3 時水】
馬の手入れと馬房掃

馬の手入れ・馬房掃

17:00 ～

馬に【夕飼】と水を与える
夕作業（掃除、洗濯、水まき等）

部 室 で 休 憩（PC や TV 等 有 り ）
→帰宅

《宿直当番》
19:00

《女当番》

自由時間（2 時間程度） 馬に水を与える
（宿直の身支度等） 翌朝の飼料の準備

20:00

厩舎に戻る

22:00

馬に【夜飼】を与える

22:30

宿直室で就寝

当番終了→帰宅

※上記のスケジュール例は、授業期間中で授業が 1 ～ 3 限に入っている場合です。

年間スケジュール
《ポイント》
◆基本的に、重要な競技会以外は「授業」を優先してスケジュールを組んでいます。
◆競技会は、
「全学」とそのための予選「夏学」
、関西学生団体戦「春学」が中心です。
→その他の大会は、最終目標である「全学」に向けた練習試合という位置付けです。
◆春夏冬の各休みは、交代制（前半・後半など）で休みを取るようにしています。

月

主な競技会

部

内

大

4

府民大会（京馬連）

勧誘（試乗会等）

入学式
授業開始

5

春学（全関西・新人戦）
近畿大会（練習試合）

勧誘（試乗会等）

授業期間

6

月例（京馬連）
総合（全学の予選）

新入生歓迎コンパ

授業期間

7

夏学（全学の予選）

8
9

競馬
３京
３京

授業終了
春学期定期試験
夏休み（交代制）

秋学（初・中級者向け）
スポーツデー（京馬連）

10
11 全学（インカレ・三大大会）
産大大会（部で主催）

ふれあい教室
生涯学習
すみれ幼稚園

代替わり

12 選手権（インカレ・貸与馬戦） 冬休み（交代制）

授業開始
授業期間

４京

授業期間

５京

授業期間
授業終了
秋学期定期試験

1 （オフシーズン）
2
3

学

淀大会（JRA）

追い出しコンパ

スプリングトライ（初級者）

春休み（交代制）

１京
２京

卒業式

部のスケジュールは Google カレンダーで管理しています。
馬術部の Web サイトから Google カレンダーが閲覧可能です。

http://www.bajutubu.net/cal/

社会貢献活動～継続は力なり～
本学馬術部では、日々の厩舎活動・試合活動だけでなく、様々な「社会貢献活動」を継
続的に行っています。いずれの活動も 10 年以上継続しています。
◆馬とのふれあい教室（ホースセラピー）
不登校児童・生徒らを本学馬場に招いて、馬と
のふれあいを通じて、部員と会話することで「人
や動物と関わる楽しさ、命の尊さ」を学ぶ機会を
提供しています。
・2012 年度…京都市教育委員会「教育功労賞」受賞。
・2013 年度…京都府知事「京都府青少年健全育成功労賞」受賞。

◆すみれ幼稚園（体験乗馬）
本学附属のすみれ幼稚園の園児たちを招いて、体験乗馬の機会を提供
しています。

◆生涯学習「スポーツ教室・馬術コース」
本学が行っているこの教室は、開講以来定員を超える人
気がある講座となっており、馬術部出身の本学職員と現役
部員が連携して受講者を指導しています。
受講者からは「親切で分かりやすい指導により、思って
いた以上に上達することができた。」「馬とのふれあいでス
トレスが解消された。」「この教室がきっかけで乗馬が趣味
になった。」等の感想が寄せられ、高い評価を得てます。

◆サタデージャンボリー
本学が毎年初夏と秋に行っているサタデージャンボリーに、「お馬とニコニコ」と題して、にんじんを
あげたり、一緒に写真を撮ったりできるイベントを提供しています。

◆上賀茂神社の神馬（預託）

しん め

賀茂別雷神社（上賀茂神社）の神馬
「神山号」を厩舎にて預かっています。毎週日曜日、祝祭日、毎月 1 日、
神事等のある日に、神社まで連れて行きます。現在の神馬で 6 代目になります。

◆スポーツ科学実習（馬術の科学）
本学には正課の授業（体育教育科目）として「馬術」が存在します。（全国的に見ても珍しい授業です）
この授業のサポートについても馬術部員が行っています。（馬 5 頭、部員 5 人提供）

勧誘情報

イベント日程
試 乗 会：毎週（水）13:15 集合 ～ 15 時頃迄
体験入部：毎週（土）（日）7:00 集合（目途）
懇親会＆ BBQ：4 月吉日（お問い合わせください）
◆イベント時は、〈本学〉⇔〈厩舎〉間、送迎します
◆本学〈市バス停留所〉横の〈自販機前〉に集合です
◆集合場所に部員がいますので、声をかけてください
◆遅れる時や部員が見当たらない時は、ご連絡ください
◆ご都合が合わない方も大丈夫！ 日程調整します♪

◆「勧誘の冊子
を見た」旨お伝えください）
連絡先（厩舎直通

075-701-7988

sk@bajutubu.net

アクセス

アクセスマップ

ココ
柊野
グラウンド

◆「京都産業大学総合グラウンド」内に立地
→厩舎と馬場はグラウンド内の最も奥側です
◆原付 7 分、自転車 15 分、徒歩 30 分程度

賀茂川

◆イベント時や朝練時などは、送迎します！
→その際、予めご連絡頂きましたら確実です
→連絡先：075-701-7988（厩舎直通）

至・国際会館駅

本学
鞍馬街道
交番
柊野別れ

二軒茶屋駅

白天

サークルＫ

志久呂橋

第二体育館

鞍馬街道

ゴルフ場

至・北大路駅 上賀茂神社

http://www.bajutubu.net/

