
1 平成26年度事業報告
2月16日　第 1回幹事会（京都大学）
3月12日　第 1回委員長会議（大阪梅田第 1ビル）
3月21日　第 1回理事会（大阪乗馬協会）
5月 4日　第 2回理事会（三木ホースランドパーク）
4月27日　第 2回幹事会（京都大学）
5月31日　第 3回理事会（ホテルサンルート梅田）
6月 3日　総合馬術講習会（三木ホースランドパーク）[6/3～5]
7月13日　第 3回幹事会（京都大学）
7月19日　救命講習会（三木ホースランドパーク）
7月19日　日本農産飼料講習会（三木ホースランドパーク）
7月20日　第 4回理事会（三木ホースランドパーク）
8月31日　第 2回委員長会議（大阪乗馬協会）
8月31日　第 5回理事会（大阪乗馬協会）

10月19日　第 4回幹事会（京都大学）
11月 8日　第 6回理事会（ホテルサンルート梅田）
1月17日　第 7回理事会（ホテルサンルート梅田）
2月11日　第 8回理事会（大阪駅前第 3ビル）
2月11日　平成 26年度定例総会（大阪駅前第 3ビル）
2月11日　平成 26年度年度表彰・懇親会（大阪駅前第 1ビル）

2 平成26年度競技会成績
1. 第 8回 関西学生馬術スプリングトライ　　 2014年 3月 21日　　於　大阪乗馬協会

• ノービス障害飛越競技 （全 9選手 (Open 2選手)）
1 大崎 滉平 杉泰 大阪市大 –0 42”47
2 小西 　亮 千洋 関西大 –1 47”70
3 阿佐 光貴 月翔 関学大 –2 38”99
4 野田 実希 杉旭 大阪市大 –3.5 35”39
5 柳澤 宥紀 杉未來 大阪市大 –6 51”62
6 多林 　晃 月輪 関学大 –15 72”01

＊ (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 24選手 (Open 5選手)）
1 中濱 　満 杉翼 大阪市大 –0 45”06
2 梅林 　舞 月颯 関学大 –0 45”51
3 成瀬 賢治 凌響 神戸大 –0 47”09
4 大崎 滉平 杉泰 大阪市大 –0 47”31
5 野田 実希 杉旭 大阪市大 –0.5 44”62
6 小西 みのり 凌妃 神戸大 –1 43”08
7 中井 貴大 凌妃 神戸大 –1 43”56
8 寒川 華愛 月棗 関学大 –1.5 42”13
9 川島 裕一郎 凌秀 神戸大 –2 57”00
10 駒井 諒一 杉翼 大阪市大 –7 61”32

＊ (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 小西 みのり 凌妃 神戸大 –0 46”21
2 田西 陽介 千翔 関西大 –0 52”66
3 中井 貴大 凌秀 神戸大 –0 54”25
4 大城 未緒 月吹雪 関学大 –0 54”79
5 豊志 佳那 千雄 関西大 –0 56”50
6 田口 侑樹 凌翼 神戸大 –1 59”49

• ノービス馬場馬術競技 （全 18選手）
1 野田 実希 杉旭 大阪市大 53.725%
2 寒川 華愛 月輪 関学大 53.039%
3 柳澤 宥紀 杉未來 大阪市大 52.940%
4 村井 良輔 凌悠 神戸大 52.744%
5 阿佐 光貴 月翔 関学大 51.862%
6 柚野 史奈 凌宝 神戸大 51.470%
7 長屋 愛子 凌霜 神戸大 50.881%
8 朝田 有紀 杉未來 大阪市大 50.391%
9 北村 茂生 千洋 関西大 50.195%
10 朝田 有紀 杉旭 大阪市大 49.607%
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2. 第 49回 全関西学生馬術大会　　 2014年 5月 5, 6日　　於　三木ホースランドパーク

• Lクラス障害飛越競技 A （全 62選手、14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 山田 晃嗣 ピトロリーナ 関西大 –0 45”81
2 品川 皇王 Cセリカ 同志社大 –0 50”50
3 小林 祐也 月雅 関学大 –0 52”72

4 住岡 　崇 トムボーラ 同志社大 –0 53”13
5 矢田 祐基 ロワドゥヴォルドウ 関西大 –0 53”46
6 市橋 知瑳 凌悠 神戸大 –0 54”41

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 –0 158”82
2 関西学院大学 A –0 168”95
3 甲南大学 –0 182”87
4 同志社大学 B –4 152”19
5 立命館大学 B –4 183”73
6 関西大学 B –8 163”54

• Mクラス障害飛越競技 D （全 18選手 (Open 2選手)）
1 小林 祐也 月雅 関学大 –0 58”92
2 西端 将展 ゴールドガンダム 甲南大 –0 60”14
3 黒川 ウェリントン 力

千秀 関西大 –4 54”43
4 丹羽 れい 龍珠 立命館大 –4 58”69
5 市原 功太郎 駒王丸 京都大 –6 71”86
6 黒田 康介 ドン・ミラクル 近畿大 –8 53”31

• Mクラス障害飛越競技 C （全 24選手 (Open 1選手)）
1 住岡 　崇 トムボーラ 同志社大 –0, J.O. –0 38”28
2 柳井 万由子 ドリド 同志社大 –0, J.O. –0 38”39
3 福留 健志 バーデン・バーデン 関西大 –0, J.O. –4 34”31
4 林　 貴秋 浪姫 大阪府大 –0, J.O. –4 34”62
5 品川 皇王 Cセリカ 同志社大 –0, J.O. –4 37”19
6 吉川 京太 ゾディアック 同志社大 –0, J.O. –4 42”62

• 馬場馬術競技 A (学生賞典馬場馬術課目 2010)（全 15選手）
1 高島 　香 龍踊 立命館大 59.675%
2 澤島 　雅 龍駿 立命館大 58.888%
3 稲川 希生 月夢 関学大 58.518%
4 市橋 知瑳 凌舞 神戸大 57.684%
5 桐原 　智 ヴァルゴ 京産大 56.295%
6 佐々木 一馬 シャウラ 京産大 55.740%

• 馬場馬術競技 B (馬場馬術競技 L1課目 2013)（全 14選手）
1 丹羽 れい 龍舞 立命館大 57.988%
2 西川 慎市 リンクス 京産大 56.551%
3 成瀬 賢治 凌宝 神戸大 55.632%
4 藤井 慎太郎 京欅 京都大 54.080%
5 多林 　晃 月輪 関学大 52.873%
6 堤　 加奈恵 月若葉 関学大 52.413%

• 複合馬術競技（全 23選手）
1 福留 健志 バーデン・バーデン 関西大 –64.5 (J –0, D –64.5)
2 原　 名月 キャットウィーズル B 関西大 –65.9 (J –0, D –65.9)
3 田代 幸太 月飛鳥 関学大 –67.2 (J –0, D –67.2)
4 小林 祐也 月雅 関学大 –69.0 (J –0, D –69.0)
5 菱田 　遥 龍綾 立命館大 –69.0 (J –4, D –65.0)
6 林　 貴秋 浪嵐 大阪府大 –69.9 (J –4, D –65.9)
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• Mクラス障害飛越競技 B・I（公認） （全 5選手）
1 品川 皇王 Cセリカ 同志社大 –4, J.O. –4 39”79
2 山田 晃嗣 ピトロリーナ 関西大 –4, J.O. –4 40”42
3 黒川 ウェリントン 力

オマージュ 関西大 –4, J.O. –4 42”21
4 上野 進太郎 千駿 関西大 –12 66”98
5 稲川 希生 月将 関学大 –14 78”69

• Mクラス障害飛越競技 B （全 11選手）
1 林　 貴秋 浪姫 大阪府大 –0 67”72
2 山田 晃嗣 ピトロリーナ 関西大 –4 63”65
3 黒川 ウェリントン 力

オマージュ 関西大 –4 67”60
4 品川 皇王 Cセリカ 同志社大 –4 69”42
5 桐原 　智 ブオーテス 京産大 –12 61”69
6 川上 優理子 ジアース 京産大 –12 65”01

• Lクラス障害飛越競技 B （全 35選手）
1 谷　 勇輝 ドン・ミラクル 近畿大 –0 46”41
2 多林 　晃 月飛鳥 関学大 –0 55”63
3 森　 美佐 龍駿 立命館大 –0 58”14
4 篠原 　舞 千秀 関西大 –0 58”48
5 田口 侑樹 凌翼 神戸大 –0 60”64
6 黒田 章子 千駿 関西大 –0 61”61
7 中濱 　満 杉旭 大阪市大 –4 53”06
8 斎藤 　愛 月棗 関学大 –4 55”44
9 多林 　晃 月洋 関学大 –4 61”98
10 豊志 佳那 千雄 関西大 –4 63”74

• 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 58点
2 関西学院大学 42点
3 立命館大学 36点
4 同志社大学 29点
5 大阪府立大学 15点
6 甲南大学 14点

3. 第 45回 関西学生新人馬術大会　　 2014年 5月 5, 6日　　於　三木ホースランドパーク

• 新人馬場馬術競技 （全 30選手）
1 小川 真敬 サジッタ 京産大 58.921%
2 瀬戸 菜月 ヴァルゴ 京産大 58.724%
3 寒川 華愛 月若葉 関学大 57.842%
4 野津 智成 ジャリスコ アナヴァン 京産大 57.352%
5 渡　 翔太 京楓 京都大 57.352%
6 濱砂 佳奈子 リンクス 京産大 57.254%
7 岸野 　慧 千雄 関西大 56.862%
8 山本 伸也 京楓 京都大 56.372%
9 村井 良輔 凌悠 神戸大 55.784%
10 田中 一希 エキゾーストノート 同志社大 55.686%

• 馬場団体成績 （表彰は 3位まで）
1 京都産業大学 49点
2 京都大学 14点
3 同志社大学 8点
4 神戸大学 7点
5 大阪市立大学 4点
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• 新人障害飛越競技 （全 34選手）
1 小西 　亮 千雄 関西大 –0, J.O. –0 39”97
2 堺　 雄亮 駒王丸 京都大 –0, J.O. –0 42”64
3 小川 真敬 デルフィナス 京産大 –0, J.O. –0 43”81
4 乾　 暉昇 浪昴 大阪府大 –0, J.O. –0 45”74
5 福島 星香 ドリド 同志社大 –0, J.O. –4 41”58
6 酒井 夏鈴 千功 関西大 –0, J.O. –8 38”73
7 駒井 諒一 杉翼 大阪市大 –0, J.O. –25 67”69
8 瀬戸 菜月 デルフィナス 京産大 –1 65”91
9 村井 良輔 凌悠 神戸大 –4 50”22
10 野津 智成 ジャリスコ アナヴァン 京産大 –4 55”39

• 障害団体成績 （表彰は 3位まで）
1 関西大学 35点
2 京都大学 23点
3 京都産業大学 23点
4 同志社大学 11点
5 大阪市立大学 10点
＊ 2, 3位は大会規定による。

• 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 京都産業大学 順位合計 4 72点
2 京都大学 順位合計 4 37点
3 同志社大学 順位合計 7 19点
4 大阪市立大学 順位合計 10 14点

4. 第 57回 関西学生賞典総合馬術大会　　 2014年 7月 5, 6日　　於　三木ホースランドパーク

• 学生賞典総合馬術競技 （全 26選手）
1 上野 進太郎 千駿 関西大 –65.5
2 黒川 ウェリントン 力

千功 関西大 –65.7
3 住岡 　崇 エキゾーストノート 同志社大 –67.8
4 林　 伸哉 月桜 関学大 –71.0
5 小林 祐也 月雅 関学大 –72.1
6 品川 皇王 シーザクルーザー 同志社大 –72.9

• 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 –222.7
2 関西大学 –228.2
3 同志社大学 –259.7

4 立命館大学 –1222.9
5 京都産業大学 –1273.2
6 京都大学 –2100.7

5. 第 39回 関西学生複合馬術大会　　 2014年 7月 5, 6日　　於　三木ホースランドパーク

• 複合馬術競技 （全 13選手 (Open 1選手)）
1 高見 　翼 ヴェントリー 同志社大 –61.5
2 西園 裕太 鷲甲 甲南大 –67.1
3 菱田 　遥 龍綾 立命館大 –70.4
4 斎藤 　愛 月棗 関学大 –77.0
5 堤　 加奈恵 月颯 関学大 –77.3
6 西川 慎市 リンクス 京産大 –105.0

• 馬場馬術競技 B (馬場馬術競技 A2課目 2013)（全 29選手）
1 梅林 　舞 月颯 関学大 59.901%
2 菅　 尚也 月輪 関学大 58.823%
3 梅林 　舞 月翔 関学大 57.450%
4 寒川 華愛 月若葉 関学大 57.156%
5 柳澤 宥紀 杉未來 大阪市大 56.470%
6 駒井 諒一 杉詩 大阪市大 56.372%
7 吉田 絵里奈 ムコワカワシ 武庫女大 55.489%
8 白江 佑基 クヌート 同志社大 55.391%
9 柚野 史奈 凌宝 神戸大 54.803%
10 乾　 暉昇 浪影 大阪府大 54.705%
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• 馬場馬術競技 A (馬場馬術競技 L1課目 2013)（全 11選手）
1 佐藤 乃暉 リンクス 京産大 58.390%
2 青山 大祐 月若葉 関学大 57.355%
3 多林 　晃 月輪 関学大 56.551%
4 小柳 友和 宙浪 大阪府大 55.344%
5 多林 　晃 月翔 関学大 55.057%
6 山本 　唯 ラックポーター 京産大 54.712%

• 障害飛越競技 B（全 34選手）
1 藤井 　丞 凌悠 神戸大 –0 49”48
2 寒川 華愛 月棗 関学大 –0 52”92
3 井阪 結衣 杉泰 大阪市大 –0 54”67
4 瀬川 晶子 浪耀 大阪府大 –0 55”25
5 菅　 尚也 月輪 関学大 –0 55”68
6 野田 実希 杉旭 大阪市大 –0 56”35
7 小柳 友和 宙浪 大阪府大 –0 58”91
8 川元 喬瑛 千雄 関西大 –0 59”37
9 鳥永 凌平 宙浪 大阪府大 –0 60”43
10 山本 伸也 アナスターシャ 京都大 –0 62”11

• 障害飛越競技 A（全 13選手 (Open 1選手)）
1 田中 一希 ヴェントリー 同志社大 –0 58”55
2 中濱 　満 杉忍 大阪市大 –4 66”80
3 多林 　晃 月将 関学大 –8 69”80
4 青山 大祐 月翔 関学大 –12 60”47
5 山林 怜央 千濠 関西大 –12 62”15
6 酒井 夏鈴 千濠 関西大 –12 65”22

• 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 52.5点
2 同志社大学 20.0点
3 大阪市立大学 14.5点
4 京都産業大学 11.5点
5 甲南大学 10.0点
6 立命館大学 8.0点

6. 第 49回 関西学生賞典障害馬術大会　　 2014年 7月 20日　　於　三木ホースランドパーク

• 学生賞典障害飛越競技 （全 31選手）
1 黒川 ウェリントン 力

オマージュ 関西大 –0 68”10
2 福留 健志 バーデン・バーデン 関西大 –4 67”26
3 田代 幸太 月飛鳥 関学大 –4 67”81
4 品川 皇王 Cセリカ 同志社大 –4 70”79
5 高島 　香 翔如 立命館大 –8 64”72
6 上野 進太郎 千駿 関西大 –8 65”31

• 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 –12
2 同志社大学 –20
3 立命館大学 –33

4 関西学院大学 –79
5 京都産業大学 –82

7. 第 49回 関西学生賞典馬場馬術大会　　 2014年 7月 20日　　於　三木ホースランドパーク

• 学生賞典馬場馬術競技 （全 19選手）
1 桐原 　智 ヴァルゴ 京産大 62.721%
2 石田 奈美恵 ライオネット 京産大 60.305%
3 丹羽 れい 龍舞 立命館大 60.027%
4 川上 優理子 サジッタ 京産大 59.916%
5 市橋 知瑳 凌舞 神戸大 59.860%
6 澤島 　雅 龍駿 立命館大 59.832%
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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 京都産業大学 3293.0点
2 立命館大学 3191.0点
3 関西学院大学 2856.0点
4 京都大学 2660.5点

8. 第 52回 関西学生馬術選手権大会　　 2014年 7月 20, 21日　　於　三木ホースランドパーク

• 選手権競技 （全 27選手）
1 品川 皇王 同志社大
2 吉井 崇師 甲南大
3 稲川 希生 関学大
4 林　 貴秋 大阪府大
5 佐々木 一馬 京産大
6 住岡 　崇 同志社大

9. 第 50回 関西学生馬術女子選手権大会　　 2014年 7月 20, 21日　　於　三木ホースランドパーク

• 女子選手権競技 （全 15選手）
1 大城 未緒 関学大
2 高島 　香 立命館大
3 田中 友梨子 神戸大
4 吉澤 維花 関西大
5 古郷 真里依 大阪府大
6 小西 みのり 神戸大

10. 第 46回 関西学生自馬馬術大会　　 2014年 8月 30, 31日　　於　大阪乗馬協会

• 馬場馬術競技 C (馬場馬術競技 A2課目 2013)（全 11選手 (Open 1選手)）
1 伊藤 正之 龍克 立命館大 58.823%
2 寒川 華愛 月若葉 関学大 58.333%
3 野田 実希 杉旭 大阪市大 57.744%
4 駒井 諒一 杉詩 大阪市大 57.352%
5 寒川 華愛 月輪 関学大 57.254%
6 白澤 麗美 月颯 関学大 55.686%

• 馬場馬術競技 B (学生選手権馬場課目 2000)（全 22選手 (Open 1選手)）
1 斎藤 　愛 月颯 関学大 57.424%
2 田中 一希 ヴェントリー 同志社大 57.423%
3 野津 智成 サジッタ 京産大 56.363%
4 菅　 尚也 月輪 関学大 56.136%
5 瀬戸 菜月 リンクス 京産大 55.908%
6 中濱 　満 杉忍 大阪市大 55.757%

• 馬場馬術競技 A (馬場馬術競技 L1課目 2013)（全 13選手 (Open 3選手)）
1 松永 晴太 ジャリスコ アナヴァン 京産大 57.988%
2 福山 和哉 シャウラ 京産大 57.816%
3 堤　 加奈恵 月若葉 関学大 57.528%
4 多林 　晃 月輪 関学大 56.896%
5 青山 大祐 月翔 関学大 56.896%
6 佐藤 乃暉 サジッタ 京産大 55.861%

• ジムカーナ競技（全 26選手 (Open 1選手)）
1 杉本 美優 浪耀 大阪府大 69”46 (–0”54)
2 中野 朝香 凌姫 神戸大 70”70 (+0”70)
3 布村 彩夏 凌宝 神戸大 69”21 (–0”79)
4 松尾 知輝 凌霜 神戸大 70”91 (+0”91)
5 加藤 若葉 月棗 関学大 71”12 (+1”12)
6 杉山 友理 龍輝 立命館大 71”56 (+1”56)
7 前野 友香 サジッタ 京産大 68”40 (–1”60)
8 小林 夏実 宙浪 大阪府大 67”72 (–2”28)
9 山口 　諒 藤浪 大阪府大 67”12 (–2”88)
10 不破 一之 凌霜 神戸大 73”33 (+3”33)

＊ 規定時間 70秒に近い選手が上位で、同タイム差では早いものが上位
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• 障害飛越競技 C（全 44選手 (Open 5選手)）
1 濱砂 佳奈子 ジャリスコ アナヴァン 京産大 –0 40”24
2 平田 　崇 ドン・ミラクル 近畿大 –0 40”59
3 大石 真裕 デルフィナス 京産大 –0 40”62
4 野田 実希 杉旭 大阪市大 –0 40”98
5 中尾 優太 千雄 関西大 –0 41”73
6 西山 晴伸 エキゾーストノート 同志社大 –0 41”78
7 福島 星香 ラタミールトーマ 同志社大 –0 42”95
8 豊志 佳那 千駿 関西大 –0 43”86
9 堤　 加奈恵 月颯 関学大 –0 44”66
10 島田 侑奈 ラタミールトーマ 同志社大 –0 47”00

• 障害飛越競技 B（全 35選手 (Open 9選手)）
1 中濱 　満 杉旭 大阪市大 –0 44”49
2 松永 晴太 ジャリスコ アナヴァン 京産大 –0 48”94
3 村上 卓也 ラタミールトーマ 同志社大 –0 55”34
4 原　 啓太郎 アナスターシャ 京都大　 –0 59”18
5 田中 一希 ヴェントリー 同志社大 –0 51”58
6 梅林 　舞 月翔 関学大 –0 52”05

• 障害飛越競技 A（全 9選手 (Open 3選手)）
1 井面 淳子 千功 関西大　 –4 59”43
2 福山 和哉 ジャリスコ アナヴァン 京産大 –8 62”05
3 和田 可菜 ロワドゥヴォルドウ 関西大 –10 73”46

• 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 京都産業大学 53点
2 関西学院大学 36.5点
3 大阪市立大学 19.5点
4 関西大学 18.5点
5 同志社大学 15.5点
6 立命館大学 6点

11. 第 35回 学生馬術東西対抗競技会　　 2014年 9月 14日　　於　馬事公苑

• 障害飛越競技
関東チーム 関西チーム
石栗 里美 立教大 ○　× 林　 貴秋　 大阪府大
菅原 権太郎 日本大 ○　× 高島 　香 立命館大
網重 志保 法政大 ○　× 稲川 希生 関学大
中村 幸喜 明治大 ○　× 大城 未緒 関学大
松本 　讓 日本大 ×　○ 品川 皇王 同志社大
吉田 匡慶 東京農大 ×　○ 吉井 崇師 甲南大
4勝 2敗 ○　× 2勝 4敗

3 平成26年度表彰
1. 優秀団体

1 関西学院大学 60.5P
2 関西大学 44.5P
3 同志社大学 44P

2. 三大大会優秀団体
1 関西学院大学 23P
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3. 優秀選手
1 黒川 ウェリン

トン 力
関西大 49.5P

2 品川 皇王 同志社大 48P
3 福留 健志 関西大 35P
4 林　 貴秋 大阪府大 32P
5 住岡 　崇 同志社大 31P
5 高島 　香 立命館大 31P
7 桐原 　智 京産大 28P
8 小林 祐也 関学大 27.5P
9 丹羽 れい 立命館大 25P
10 多林 　晃 関学大 24.5P

4. 優秀馬匹
1 バーデン・バーデン 関西大 35P
2 ジャリスコ アナヴァン 京産大 34P
3 ヴェントリー 同志社大 29P
4 月若葉 関学大 28.5P
5 オマージュ 関西大 28P
5 ヴァルゴ 京産大 28P

5. 特別賞
(個人)
原　 名月 関西大 第 64回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 1位入賞　乗馬: キャットウィーズル B
品川 皇王 同志社大 第 64回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 4位入賞　乗馬: Cセリカ
福留 健志 関西大 第 64回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 6位入賞　乗馬: バーデン・バーデン
山田 晃嗣 関西大 第 64回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 5位入賞　乗馬: ピトロリーナ

第 57回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 13位入賞 乗馬: 千翔
吉井 崇師 甲南大 第 64回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 9位入賞　乗馬: 甲輝
西端 将展 甲南大 第 64回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 16位入賞 乗馬: ゴールドガンダム
吉川 京太 同志社大 第 64回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 18位入賞 乗馬: ラタミールトーマ
高島 　香 立命館大 第 64回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 19位入賞 乗馬: 翔如

第 50回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 2位入賞
(個人)
住岡 　崇 同志社大 第 64回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　 23位入賞 乗馬: トムボーラ

第 86回 全日本学生馬術選手権大会　　　　 3位入賞
桐原 　智 京産大 第 57回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　 3位入賞　乗馬: ヴァルゴ

第 50回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 5位入賞
黒川 ウェリン
トン 力

関西大 第 57回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　 5位入賞　乗馬: 千蘭

丹羽 れい 立命館大 第 57回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　 6位入賞　乗馬: 龍舞
小林 祐也 関学大 第 57回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 9位入賞　乗馬: 月雅
上野 進太郎 関西大 第 57回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 14位入賞　乗馬: 千駿

(団体)
関西大学 第 64回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体 1位

第 57回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　団体 6位
平成 26年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　 3位

同志社大学 第 64回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体 5位
京都産業大学 第 57回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　団体 3位

平成 26年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　 6位
立命館大学 第 57回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　団体 4位

平成 26年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　 7位
関西学院大学 第 57回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　団体 5位

平成 26年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　 8位

6. 功労賞
田代 幸太 関学大 平成 26年度幹事長・平成 26年度獣医委員
市原 功太郎 京都大 平成 26年度副幹事長・平成 26年度会計委員
和田 可菜 関西大 平成 26年度女子幹事長・平成 26年度庶務委員・平成 26年度広報委員
神谷 理久 同志社大 平成 26年度競技委員
大城 未緒 関学大 平成 26年度賞典委員

7. 功労馬
京楓 京都大
翔如 立命館大
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