
1 平成24年度事業報告
3月20日　第 1回理事会（大阪乗馬協会）
5月 3日　第 2回理事会（三木ホースランドパーク）
6月 2日　第 3回理事会（大阪乗馬協会）
6月29日　第 1回幹事会（三木ホースランドパーク）
7月14日　第 4回理事会（三木ホースランドパーク）
6月26日　総合馬術講習会（三木ホースランドパーク）[6/26～28]
9月 8日　第 5回理事会（ホテルサンルート梅田）

11月23日　第 6回理事会（ホテルサンルート梅田）
1月13日　第 2回幹事会（京都大学）
1月19日　第 7回理事会（ホテルサンルート梅田）
2月17日　第 8回理事会（コンソーシアム京都）
2月17日　平成 24年度定例総会（コンソーシアム京都）

2 平成24年度競技会成績
1. 第 6回 関西学生馬術スプリングトライ　　 2012年 3月 20日　　於　大阪乗馬協会

• ノービス障害飛越競技 （全 35選手 (Open 8選手)）
1 市橋 知瑳 凌秀 神戸大 –0 43”04
2 松井 優美花 浪樹 大阪府大 –0 43”44
3 大坪 真也 杉景 大阪市大 –0 44”16
4 黒田 章子 千姫 関西大 –0 46”30
5 田西 陽介 タマモピクチャー 関西大 –0 46”73
6 斉藤 　愛 月景 関学大 –0 46”93
7 林　 信哉 月棗 関学大 –0 47”06
8 菅　 直也 月棗 関学大 –0 47”12
9 小林 裕也 月景 関学大 –0 47”94
10 田口 侑樹 凌翼 神戸大 –1 48”65

＊ (規定時間 −5)秒未満は 1秒につき 0.5点の早着減点

• Lクラス障害飛越競技 C （全 38選手 (Open 19選手)）
1 市橋 知瑳 凌秀 神戸大 –0 45”75
2 大坪 真也 杉焔 大阪市大 –0 46”16
3 田上 広樹 杉詩 大阪市大 –2.5 38”16
4 宗安 　彩 浪樹 大阪府大 –3 37”86
5 黒厚子 瑞輝 杉詩 大阪市大 –3.5 36”64
6 山内 孝太 杉椿 大阪市大 –6 39”70
7 市橋 知瑳 凌翼 神戸大 –7 57”55
8 山下 楓子 浪昴 大阪府大 –9 49”75
9 酒井 健太郎 浪司 大阪府大 –13 49”99

＊ (規定時間 −5)秒未満は 1秒につき 0.5点の早着減点

• Lクラス障害飛越競技 A （全 16選手）
1 古川 秀太 月飛鳥 関学大 –0 44”64
2 土屋 絵莉子 千宝 関西大 –0 47”63
3 阪口 友章 杉焔 大阪市大 –0 47”91
4 廣田 直哉 凌秀 神戸大 –0 49”15
5 松本 菜々恵 千宝 関西大 –4 42”88
6 竹山 祐里絵 千輝 関西大 –4 49”18
7 岡本 　梢 千姫 関西大 –12 68”17
8 斎藤 茉有 浪昴 大阪府大 –13 74”59
9 垣本 洋平 浪伊吹 大阪府大 –14 75”99
10 垣本 洋平 浪翔 大阪府大 –15 80”87

• ノービス馬場馬術競技 A （全 8選手 (Open 1選手)）
1 堤　 加奈恵 月颯 関学大 55.098%
2 市橋 知瑳 凌秀 神戸大 52.745%
3 矢田 祐基 タマモピクチャー 関西大 52.058%
4 山林 怜央 タマモピクチャー 関西大 47.647%
5 貢藤 あやか 月颯 関学大 47.254%
6 田口 侑樹 凌桜 神戸大 45.392%

＊ 1回生対象
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• ノービス馬場馬術競技 B （全 6選手 (Open 2選手)）
1 隅谷 優希 浪豊 大阪府大 54.215%
2 田上 広樹 杉詩 大阪市大 53.235%
3 矢井田 裕加 杉未來 大阪市大 49.215%
4 大木 菜緒 碧浪 大阪府大 39.411%

＊ 2, 3回生対象

2. 第 47回 全関西学生馬術大会　　 2012年 5月 2, 3, 4日　　於　三木ホースランドパーク

• 学生賞典馬場馬術競技 （全 18選手）
1 萩原 理裕 龍伯 立命館大 65.648%
2 小関 ひかり 千蘭 関西大 61.759%
3 下谷田 　駿 龍舞 立命館大 59.722%
4 初鹿野 遥子 ライオネット 京産大 58.750%
5 宇賀神 沙夜 龍駿 立命館大 58.703%
6 廣田 直哉 凌舞 神戸大 57.870%

• Lクラス障害飛越競技 A （全 71選手、18チーム）
個人 （表彰は 3位まで、6位までは年間表彰ポイント該当）
1 伊東 瑶子 月響 関学大 –0 52”07
2 山田 晃嗣 千駿 関西大 –0 52”62
3 山田 晃嗣 ピトロリーナ 関西大 –0 53”38

4 西田 　翔 ゴールドガンダム 甲南大 –0 54”38
5 住岡 　崇 トムボーラ 同志社大 –0 54”59
6 会田 麻央 ビットオブラック 関西大 –0 55”51

団体 （チーム内の完走上位 3頭の成績による）
1 関西大学 A –0 164”88
2 同志社大学 A –0 168”12
3 関西学院大学 A –0 171”45
4 関西大学 D –0 175”27
5 甲南大学 –4 175”81
6 立命館大学 –9 184”69

• Mクラス障害飛越競技 D （全 28選手 (Open 2選手)）
1 加山 裕章 ロワドゥヴォルドウ 関西大 –0, J.O. –0 34”22
2 稲田 裕美 月峰 関学大 –0, J.O. –4 42”61
3 谷脇 恭平 千功 関西大 –1 69”57
4 阪口 友章 杉雅 大阪市大 –4 56”41
5 五島 陽介 杉翼 大阪市大 –4 60”64
6 稲川 希生 月飛鳥 関学大 –4 64”01

• Mクラス障害飛越競技 C （全 21選手）
1 住岡 　崇 トムボーラ 同志社大 –0, J.O. –0 43”90
2 萩原 理裕 ブライトタイム 立命館大 –0, J.O. –9 47”18
3 加山 裕章 オマージュ 関西大 –5 74”03
4 澤村 拓哉 アルシャイン II 京産大 –5 74”27
5 豊永 千帆 セイル・ノルベルト 関西大 –5 75”16
6 会田 麻央 ビットオブラック 関西大 –6 78”61

• 複合馬術競技 （全 33選手）
1 伊東 瑶子 月響 関学大 –65.2 (J –0, D –63.6)
2 小関 ひかり 千姫 関西大 –65.9 (J –0, D –65.9)
3 吉井 崇師 エストエスト 甲南大 –66.1 (J –4, D –62.1)
4 豊永 千帆 セイル・ノルベルト 関西大 –67.2 (J –0, D –67.2)
5 伊藤 友乃 千駿 関西大 –68.5 (J –4, D –64.5)
6 高島 　香 龍輝 立命館大 –69.2 (J –4, D –65.2)

• Mクラス障害飛越競技 B・I（公認） （全 12選手）
1 加山 裕章 オマージュ 関西大 –0 62”82
2 山田 晃嗣 ピトロリーナ 関西大 –4 62”14
3 品川 皇王 Cセリカ 同志社大 –4 62”56
4 萬浪 至甫 ローラレット 関西大 –4 65”85
5 山田 晃嗣 千駿 関西大 –8 60”90
6 萩原 理裕 ブライトタイム 立命館大 –12 60”80
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• Mクラス障害飛越競技 B （全 15選手）
1 加山 裕章 オマージュ 関西大 –0 62”82
2 山田 晃嗣 ピトロリーナ 関西大 –4 62”14
3 品川 皇王 Cセリカ 同志社大 –4 62”56
4 萬浪 至甫 ローラレット 関西大 –4 65”85
5 山田 晃嗣 千駿 関西大 –8 60”90
6 萩原 理裕 ブライトタイム 立命館大 –12 60”80

• Lクラス障害飛越競技 B （全 42選手）
1 水野 友詞 月雅 関学大　 –0 51”74
2 水野 友詞 月峰 関学大 –0 54”13
3 汐田 健悟 ロワドゥヴォルドウ 関西大 –0 55”03
4 加山 裕章 千雄 関西大 –0 56”76
5 田中 翔太 千宝 関西大 –0 58”44
6 井面 淳子 千功 関西大 –0 59”22

• 団体総合成績 （表彰は 3位まで、6位までは年間表彰ポイント該当）
1 関西大学 89点
2 関西学院大学 31点
3 立命館大学 29点
4 同志社大学 24点
5 甲南大学 8点
6 京都産業大学 8点

3. 第 43回 関西学生新人馬術大会　　 2012年 5月 3, 4日　　於　三木ホースランドパーク

• 新人馬場馬術競技 （全 43選手）
1 澤島 　雅 龍舞 立命館大 63.529%
2 川上 優理子 ライオネット 京産大 60.882%
3 林　 貴秋 浪豊 大阪府大 59.313%
4 堤　 加奈恵 月颯 関学大 59.019%
5 林　 信哉 月若葉 関学大 58.627%
6 柏木 理沙 センテニアルウィル 京都大 57.843%
7 美谷脇 舞子 龍神 立命館大 56.764%
8 斎藤 　愛 月若葉 関学大 56.666%
9 太田 ともみ 龍鈴 立命館大 55.294%
10 西海 摩耶 甲優 甲南大 54.705%

• 馬場団体成績 （表彰は 3位まで）
1 立命館大学 36点
2 関西学院大学 23点
3 大阪府立大学 17点
4 京都大学 11点
5 関西大学 4点

• 新人障害飛越競技 （全 38選手）
1 菅原 勇介 甲優 甲南大 –0, J.O. –0 32”18
2 矢田 祐基 千雄 関西大 –0, J.O. –0 32”61
3 古郷 真里依 浪昴 大阪府大 –0, J.O. –0 38”84
4 市原 功太郎 駒王丸 京都大 –0, J.O. –4 43”30
5 江口 駿介 杉椿 大阪市大 –0, J.O. –8 41”51
6 大坪 真也 杉焔 大阪市大 –0, J.O. –8 46”55
7 山本 　唯 アルシャイン II 京産大 –2 71”07
8 田口 侑樹 凌翼 神戸大 –2 71”60
9 川上 優理子 ブオーテス 京産大 –4 55”60
10 西川 純一 月棗 関学大 –4 56”38

• 障害団体成績 （表彰は 3位まで）
1 大阪市立大学 21点
2 関西学院大学 14点
3 立命館大学 1点

• 2種目総合団体成績 （表彰は 3位まで、6位までは年間表彰ポイント該当）
1 関西学院大学 順位合計 4 37点
1 立命館大学 順位合計 4 37点
3 大阪市立大学 順位合計 7 21点
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4. 第 55回 関西学生総合馬術大会　　 2012年 6月 30日, 7月 1日　　於　三木ホースランドパーク

• 総合馬術競技 （全 22選手）
1 吉井 崇師 エスト・エスト 甲南大 –63.3
2 稲川 慧海 龍輝 立命館大 –66.0
3 加山 裕章 ロワドゥヴォルドウ 関西大 –68.1
4 宇賀神 沙夜 龍駿 立命館大 –69.1
5 下谷田 　駿 龍綾 立命館大 –69.6
6 小関 ひかり 千姫 関西大 –71.6

• 団体成績 （表彰は 3位まで、6位までは年間表彰ポイント該当）
1 立命館大学 –204.7
2 関西大学 –217.7
3 関西学院大学 –2074.2

4 神戸大学 –2088.9

5. 第 44回 関西学生女子自馬大会　　 2012年 6月 30日, 7月 1日　　於　三木ホースランドパーク

• 女子障害飛越競技 B（全 23選手）
1 伊藤 麻理奈 月颯 関学大 –0 52”88
2 中村 翠里 月棗 関学大 –0 54”10
3 桐原 　智 ブオーテス 京産大 –0 56”68
4 高橋 咲衣 杉椿 大阪市大 –0 57”53
5 金谷 実華 キャンティ 同志社大 –0 58”38
6 高橋 咲衣 杉旭 大阪市大 –0 58”87
7 冨原 結花 月景 関学大 –0 59”80
8 松井 優美花 浪昴 大阪府大 –0 60”40
9 隅谷 優希 浪樹 大阪府大 –0 61”00
10 鳴滝 　藍 勇浪 大阪府大 –0 61”33

• 女子障害飛越競技 A（全 12選手）
1 伊東 瑶子 月響 関学大 –0 54”79
2 岡田 里華子 ブルーアース 京産大 –0 61”41
3 宇賀神 沙夜 翔如 立命館大 –0 67”24
4 北村 万葉 広甲 甲南大 –0 70”51
5 高島 　香 龍冥 立命館大 –4 71”54
6 土屋 絵莉子 千宝 関西大 –4 76”78
7 初鹿野 遥子 トト 京産大 –4 79”23
8 斎藤 茉有 浪昴 大阪府大 –9 99”41
9 宗安 　彩 勇浪 大阪府大 –12 70”06
10 川嶋 麻子 アナスターシャ 京都大 –17 98”20

• 女子馬場馬術競技 A （全 22選手）
1 宇賀神 沙夜 龍舞 立命館大 62.726%
2 光橋 栄佳 龍伯 立命館大 61.439%
3 初鹿野 遥子 リンクス 京産大 59.848%
4 高島 　香 龍踊 立命館大 58.333%
5 谷　 今日子 月夢 関学大 57.651%
6 岡田 里華子 シャウラ 京産大 56.287%
7 倉原 明里 月若葉 関学大 55.833%
8 北村 万葉 シュプール 甲南大 55.529%
9 谷　 今日子 月景 関学大 55.454%
10 斎藤 茉有 浪昴 大阪府大 54.923%

• 女子馬場馬術競技 B （全 17選手）
1 澤島 　雅 龍舞 立命館大 60.587%
2 桐原 　智 ブオーテス 京産大 59.117%
3 美谷脇 舞子 龍鈴 立命館大 58.823%
4 近藤 綾乃 月智 関学大 56.078%
5 黒田 章子 千輝 関西大 55.293%
6 冨原 結花 月景 関学大 55.195%
7 伊田 千里 ダイオウ 京都大 54.509%
8 近藤 綾乃 月棗 関学大 54.313%
9 篠原 　舞 千輝 関西大 54.117%
10 加藤 　華 浪影 大阪府大 53.626%
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• 団体総合成績 （表彰は 3位まで、6位までは年間表彰ポイント該当）
1 立命館大学 46点
2 関西学院大学 35点
3 京都産業大学 29点
4 大阪市立大学 4点
4 甲南大学 4点
6 関西大学 3点

6. 第 3回 関西学生馬術サマートライ　　 2012年 6月 30日, 7月 1日　　於　三木ホースランドパーク

• サマートライ障害飛越競技 B（23選手 (Open 2選手)）
1 西坂 卓也 リンクス 京産大 –0, 48”12
2 山内 孝太 杉椿 大阪市大 –0, 49”86
3 酒井 健太郎 浪翔 大阪府大 –0, 50”26
4 汐田 健悟 千輝 関西大 –0, 50”50
5 江口 駿介 杉椿 大阪市大 –0, 50”58
6 田上 広樹 杉旭 大阪市大 –0, 50”61

• サマートライ障害飛越競技 A（全 13選手 (Open 5選手)）
1 谷垣 大気 杉翼 大阪市大 –0 72”50
2 北川 　格 凌秀 神戸大 –1 81”61
3 阪口 友章 杉焔 大阪市大 –4 63”87
4 五島 陽介 杉翼 大阪市大 –8 72”15
5 阪口 友章 杉詩 大阪市大 –12 64”62
6 福山 和哉 リンクス 京産大 –16 72”98

• サマートライ馬場馬術競技 A （全 9選手 (Open 1選手)）
1 橋本 嵩広 フェイバータッチ 京都大 59.408%
2 福山 和哉 リンクス 京産大 58.655%
3 森本 泰地 ダイオウ 京都大 56.558%
4 北川 　格 凌秀 神戸大 56.343%
5 湯澤 悟志 龍鈴 立命館大 54.462%
6 袖岡 研人 龍鈴 立命館大 51.558%

• サマートライ馬場馬術競技 B （全 9選手）
1 天野 史隆 浪伊吹 大阪府大 58.333%
2 西坂 卓也 リンクス 京産大 56.568%
3 市原 功太郎 フェイバータッチ 京都大 54.509%
4 佐々木 悠介 キャンベラ 京都大 54.411%
5 阪口 友章 杉詩 大阪市大 54.313%
6 田中 　章 浪影 大阪府大 48.431%

7. 第 47回 関西学生馬場馬術大会　　 2012年 7月 15日　　於　三木ホースランドパーク

• 学生賞典馬場馬術競技 （全 20選手）
1 萩原 理裕 龍伯 立命館大 63.222%
2 下谷田 　駿 龍舞 立命館大 61.888%
3 久能 　卓 ヴァルゴ 京産大 61.749%
4 小関 ひかり 千蘭 関西大 61.333%
5 廣田 直哉 凌舞 神戸大 60.305%
6 宇賀神 沙夜 龍駿 立命館大 59.555%

• 団体総合成績 （表彰は 3位まで、6位までは年間表彰ポイント該当）
1 立命館大学 3324.0点
2 京都産業大学 3120.0点
3 関西大学 3088.0点
4 関西学院大学 2880.5点
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8. 第 47回 関西学生障害馬術大会　　 2012年 7月 15, 16日　　於　三木ホースランドパーク

• 標準中障害飛越競技 （全 27選手）
1 豊永 千帆 セイル・ノルベルト 関西大 –4, J.O. –0
2 萩原 理裕 ブライトタイム 立命館大 –4, J.O. –4
3 山田 晃嗣 ピトロリーナ 関西大 –6
4 加山 裕章 オマージュ 関西大 –12 144”27
5 小関 ひかり 千駿 関西大 –12 145”91
6 谷脇 恭平 バーデン・バーデン 関西大 –12 148”23

• 団体総合成績 （表彰は 3位まで、6位までは年間表彰ポイント該当）
1 関西大学 –14
3 立命館大学 –46
2 同志社大学 –60

4 京都産業大学 –102
5 甲南大学 –109

9. 第 50回 関西学生馬術選手権大会・前半　　 2012年 7月 16日
　　於　三木ホースランドパーク
参加 26選手中、シード選手 2名を除いて予選（部班）を実施

10. 第 48回 関西学生馬術女子選手権大会・前半　　 2012年 7月 16日
　　於　三木ホースランドパーク
参加選手 25中、シード選手 3名を除いて予選（部班）を実施

11. 第 37回 関西学生女子複合馬術大会　　 2012年 9月 1, 2日　　於　大阪乗馬協会

• 女子複合馬術競技 A （全 23選手）
1 高島 　香 龍伯 立命館大 –61.9
2 会田 麻央 ビットオブラック 関西大 –65.0
3 宇賀神 沙夜 龍綾 立命館大 –65.6
4 川上 優理子 ジアース 京産大 –66.1
5 斉藤 茉有 浪昴 大阪府大 –66.8
6 小関 ひかり 千駿 関西大 –67.9

• 団体成績 （表彰は 3位まで）
1 立命館大学 –127.5
2 関西大学 –132.9
3 京都産業大学 –136.0

4 関西学院大学 –180.6

• 女子複合馬術競技 B （全 22選手）
1 伊藤 みさご 浪伊吹 大阪府大 –64.4
2 倉原 明里 月棗 関学大 –68.2
3 近藤 綾乃 月颯 関学大 –68.8
4 中村 翠里 月棗 関学大 –69.1
5 澤島 　雅 龍駿 立命館大 –69.9
6 上田 香菜 月颯 関学大 –70.0

12. 第 50回 関西学生馬術選手権大会・後半　　 2012年 9月 1, 2日　　於　大阪乗馬協会

• 選手権競技 （全 26選手）
1 萩原 理裕 立命館大
2 品川 皇王 同志社大
3 下谷田 　駿 立命館大
4 住岡 　崇 同志社大
5 加山 裕章 関西大
6 廣田 直哉 神戸大
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13. 第 48回 関西学生馬術女子選手権大会・後半　　 2012年 9月 1, 2日　　於　大阪乗馬協会

• 女子選手権競技 （全 25選手）
1 宇賀神 沙夜 立命館大
2 光橋 栄佳 立命館大
3 伊藤 友乃 関西大
4 北村 万葉 甲南大
5 大木 菜緒 大阪府大
6 初鹿野 遥子 京産大

14. 第 33回 学生馬術東西対抗競技会　　 2012年 9月 16日　　於　 JRA馬事公苑

• 障害飛越競技
関東チーム 関西チーム
高樽 優也 日本大 ×　○ 下谷田 　駿 立命館大
網重 志保 法政大 ×　○ 宇賀神 沙夜 立命館大
照井 駿介 早稲田大 ○ × 廣田 直哉 神戸大
長谷部 悦郎 早稲田大 ×　○ 北川 　格 神戸大
神林 夏実 日本大 ○　× 光橋 栄佳 立命館大
川添 翔太郎 立教大 ○　× 林　 貴秋 大阪府大
3勝 3敗　総減点 389 ×　○ 3勝 3敗　総減点 308

3 平成24年度表彰
1. 優秀団体

1 立命館大学 64P
2 関西大学 54P
3 関西学院大学 43P

2. 三大大会優秀団体
1 立命館大学　 28P

3. 優秀選手
1 萩原 理裕 立命館大 75P
2 加山 裕章 関西大 60P
3 下谷田 　駿 立命館大 41P
4 小関 ひかり 関西大 38P
5 山田 晃嗣 関西大 28P
5 豊永 千帆 関西大 28P

4. 優秀女子選手
1 宇賀神 沙夜 立命館大 46P
2 光橋 栄佳 立命館大 25P
3 高島 　香 立命館大 22P

5. 優秀馬匹
1 龍伯 立命館大 52P
2 龍舞 立命館大 47P
3 月響 関学大 32P
4 オマージュ 関西大 29P
5 セイル・ノルベルト 関西大 28P
6 ブライトタイム 立命館大 27P

6. 特別賞
(個人)
谷脇 恭平 関西大 第 62回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 1位入賞　乗馬: バーデン・バーデン

第 55回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 6位入賞　乗馬: 千龍
萩原 理裕 立命館大 第 62回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 2位入賞　乗馬: ブライトタイム

第 55回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 10位入賞 乗馬: 龍伯
第 84回 全日本学生馬術選手権大会　　　　 8位入賞

住岡 　崇 同志社大 第 62回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 5位入賞　乗馬: トムボーラ
山田 晃嗣 関西大 第 62回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 6位入賞　乗馬: ピトロリーナ

第 55回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 14位入賞 乗馬: 千功
萬浪 至甫 関西大 第 62回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 9位入賞　乗馬: ローラレット
澤村 拓哉 京産大 第 62回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 10位入賞 乗馬: アルシャイン II
加山 裕章 関西大 第 62回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 14位入賞 乗馬: オマージュ
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品川 皇王 同志社大 第 62回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 16位入賞 乗馬: Cセリカ
第 55回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 4位入賞　乗馬: シーザクルーザー

久能 　卓 京産大 第 55回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　 4位入賞　乗馬: ヴァルゴ
小関 ひかり 関西大 第 55回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　 9位入賞　乗馬: 千蘭

第 55回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 15位入賞 乗馬: 千姫
下谷田 　駿 立命館大 第 55回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 12位入賞 乗馬: 龍綾

World University Equestrian Championship 2012 ＠ Aachen (ユニバーシアード)　出場
宇賀神 沙夜 立命館大 第 48回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 2位入賞
光橋 栄佳 立命館大 第 48回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 6位入賞
伊藤 友乃 関西大 第 48回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 7位入賞

(団体)
関西大学 第 62回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体 1位

第 55回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　団体 3位
平成 24年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　 3位

同志社大学 第 62回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体 4位
立命館大学 第 62回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体 6位

平成 24年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　 5位
京都産業大学 平成 24年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　 6位

7. 功労賞
本田 正博 同志社大 OB 平成 20～23年度理事長
高橋 咲衣 大阪市立 平成 24年度幹事長
松本 奈々恵 関西大 平成 24年度女子幹事長・平成 24年度広報委員
倉原 明里 関学大 平成 24年度審判付
石嶺 政行 立命館大 平成 24年度競技委員
川田 早月 神戸大 平成 24年度総務委員
西坂 卓也 京産大 平成 24年度スチュワード付

8. 功労馬
選出無し
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