
1 平成27年度事業報告
2月11日　第 1回競技委員会（大阪駅前第 3ビル）
3月18日　第 1回幹事会（京都大学）
3月24日　自馬講習会（三木ホースランドパーク）[3/24～26]
3月28日　第 1回理事会（大阪駅前第 3ビル）
5月 4日　第 2回理事会（三木ホースランドパーク）
4月16日　第 2回幹事会（京都大学）
6月 2日　総合馬術講習会（三木ホースランドパーク）[6/2～4]
6月27日　第 3回理事会（大阪駅前第 3ビル）
7月11日　第 1回常任幹事会（松久幹事宅）
7月18日　救命講習会（三木ホースランドパーク）
7月18日　日本農産飼料講習会（三木ホースランドパーク）
7月19日　第 4回理事会（三木ホースランドパーク）
8月30日　第 5回理事会（鶴見緑地乗馬苑）

11月21日　第 6回理事会（大阪駅前第 3ビル）
1月11日　第 7回理事会（大阪駅前第 3ビル）
2月11日　第 8回理事会（大阪駅前第 3ビル）
2月11日　平成 27年度定例総会（大阪駅前第 3ビル）

2 平成27年度競技会成績
1. 第 9回 関西学生馬術スプリングトライ　　 2015年 3月 27日　　於　三木ホースランドパーク

• ノービス障害飛越競技 （全 11選手 (Open 4選手)）
1 鈴木 萌恵 千宝 関西大 –0.5 50”48
2 川島 裕一郎 凌倖 神戸大 –1 59”80
3 青木 十吾 フロストフラワー 京都大 –2.5 46”90
4 桂木 智子 ムコワカワシ 武女大 –2.5 46”14
5 明石 良平 千雄 関西大 –6 61”02
6 宇治 知香 ムコワカワシ 武女大 –8 70”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 C （全 14選手 (Open 5選手)）
1 薄木 裕也 キャンベラ 京都大 –0 59”68
2 松本 雄樹 駒王丸 京都大 –0 59”96
3 米澤 俊介 甲愛 甲南大 –0.5 54”55
4 古山 明恵 凌悠 神戸大 –2 64”75
5 川島 裕一郎 凌倖 神戸大 –2 67”20
6 山宮 拓馬 アナスターシャ 京都大 –5 62”26

＊ (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 14選手）
1 西端 将展 甲輝 甲南大 –0 54”28
2 原　 啓太郎 アナスターシャ 京都大 –0 57”68
3 多林 　晃 月飛鳥 関学大 –0 61”26
4 梅林 　舞 月雅 関学大 –1 66”53
5 稲川 希生 月将 関学大 –2 71”75
6 山本 伸也 フロストフラワー 京都大 –4 61”36
7 青山 大祐 月桜 関学大 –5 66”93
8 稲川 希生 月洋 関学大 –5 67”28
9 小住 龍之介 キャンベラ 京都大 –7 74”09
10 松坂 元彰 凌霜 神戸大 –12 54”80

• ノービス馬場馬術競技 （全 10選手 (Open 1選手)）
1 桂木 智子 ムコワカワシ 武女大 58.039%
2 森上 ひかり ムコワカワシ 武女大 56.176%
3 山宮 拓馬 京楓 京都大 54.705%
4 後藤 裕樹 京楓 京都大 54.313%
5 渡邊 穂香 千王 関西大 54.117%
6 遊川 奈名子 千王 関西大 52.352%
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2. 第 50回 全関西学生馬術大会　　 2015年 5月 4, 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 69選手、13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 品川 皇王 Cセリカ 同志社大 –0 46”17
2 松水 優斗 バーデン・バーデン 関西大 –0 46”67
3 荒木 梨花 ミスティカル 同志社大 –0 47”30

4 川上 優理子 ジアース 京産大 –0 47”85
5 縄田 雄飛 クインターナ 同志社大 –0 48”71
6 吉川 京太 ラタミールトーマ 同志社大 –0 49”36

団体 （チーム内の完走上位 3頭の成績による）
1 同志社大学 B –0 145”94
2 同志社大学 C –0 150”03
3 立命館大学 –0 163”00
4 同志社大学 A –0 171”01
5 関西大学 B –4 143”84
6 関西大学 A –4 160”83

• Mクラス障害飛越競技 D （全 25選手）
1 品川 皇王 ドリド 同志社大 –0 52”45
2 西端 将展 甲輝 甲南大 –0 55”80
3 原　 名月 千宝 関西大 –4 56”09
4 縄田 雄飛 クインターナ 同志社大 –4 60”27
5 広川 英峻 千駿 関西大 –4 64”25
6 山下 百合子 龍瑪 立命館大 –4 65”08

• Mクラス障害飛越競技 C （全 20選手 (Open 1選手)）
1 松水 優斗 バーデン・バーデン 関西大 –0, J.O. –4 55”88
2 杉本 葵生 コンエアー 同志社大 –0, J.O. –4 40”64
3 伊藤 みさご 浪姫 大阪府大 –0, J.O. –8 46”62
4 川上 優理子 ジアース 京産大 –0, J.O. –24 62”58
5 原　 名月 キャットウィーズル B 関西大 –1 66”61
6 吉川 京太 ヴェントリー 同志社大 –4 60”22

• 馬場馬術競技 A (学生賞典馬場馬術課目 2010)（全 16選手）
1 丹羽 れい 龍旺 立命館大 63.425%
2 黒川 ウェリントン 力

千蘭 関西大 62.406%
3 川上 優理子 マーキュリー 京産大 61.805%
4 杉本 桜子 ヴァルゴ 京産大 60.231%
5 山下 百合子 龍駿 立命館大 59.999%
6 稲川 希生 月夢 関学大 59.536%

• 馬場馬術競技 B (馬場馬術競技 L1課目 2013)（全 11選手）
1 稲葉 理佐 ジペット・ディ・グラル 同志社大 58.447%
2 伊福 翔大 月翔 関学大 56.264%
3 下谷田 　翼 月若葉 関学大 55.919%
4 濱砂 佳奈子 ジアース 京産大 54.999%
5 大西 央海 甲太郎 甲南大 54.769%
6 高見 　翼 ヴェントリー 同志社大 54.252%

• 複合馬術競技（全 31選手）
1 松水 優斗 バーデン・バーデン 関西大 –56.6 (J –0, D –56.6)
2 稲川 希生 月将 関学大 –60.3 (J –0, D –60.3)
3 稲川 希生 月雅 関学大 –62.4 (J –0, D –62.4)
4 田中 一希 エキゾーストノート 同志社大 –65.4 (J –0, D –65.4)
5 青山 大祐 月洋 関学大 –66.5 (J –8, D –58.5)
6 品川 皇王 シーザクルーザー 同志社大 –66.8 (J –4, D –62.8)
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• Mクラス障害飛越競技 B・I（公認） （全 9選手）
1 杉本 葵生 コンエアー 同志社大 –0, J.O. –4 35”85
2 品川 皇王 Cセリカ 同志社大 –0, J.0. –4 36”33
3 松水 優斗 バーデン・バーデン 関西大 –8 56”50
4 原　 名月 キャットウィーズル B 関西大 –8 65”98
5 荒木 梨花 ミスティカル 同志社大 –12 64”99
6 広川 英峻 千駿 関西大 –14 74”34

• Mクラス障害飛越競技 B （全 15選手）
1 杉本 葵生 コンエアー 同志社大 –0, J.O. –4 35”85
2 品川 皇王 Cセリカ 同志社大 –0, J.0. –4 36”33
3 柳井 万由子 ゾディアック 同志社大 –4 65”08
4 松水 優斗 バーデン・バーデン 関西大 –8 56”50
5 原　 名月 キャットウィーズル B 関西大 –8 65”98
6 松永 晴太 ブオーテス 京産大 –12 60”89

• Lクラス障害飛越競技 B （全 32選手）
1 下谷田 　翼 月洋 関学大 –0 49”11
2 下谷田 　翼 月飛鳥 関学大 –0 50”91
3 大西 央海 甲太郎 甲南大 –0 52”48
4 伊福 翔大 月将 関学大 –0 52”94
5 美谷脇 舞子 龍冥 立命館大 –0 53”92
6 濱砂 佳奈子 ジアース 京産大 –0 56”25
7 藤原 美奈子 千秀 関西大 –0 57”19
8 森　 美佐 翔如 立命館大 –0 57”79
9 西中 涼香 千功 関西大 –0 59”12
10 岸野 　慧 千豪 関西大 –1 62”53

• 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 同志社大学 69点
2 関西大学 46点
3 関西学院大学 29点
4 立命館大学 21点
5 京都産業大学 19点
6 甲南大学 14点

3. 第 46回 関西学生新人馬術大会　　 2015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 A班 （全 21選手）
1 石丸 千愛季 ヴァルゴ 京産大 62.548%
2 岡林 蘭丸 龍玖 立命館大 60.882%
3 宇山 　裕 ジペット・ディ・グラル 同志社大 60.686%
4 前野 友香 サジッタ 京産大 60.097%
5 川崎 エリナ 月輪 関学大 58.136%
6 山宮 拓馬 京楓 京都大 57.744%
7 田村 明日香 月颯 関学大 57.254%
8 林　 美緒 千雄 関西大 56.960%
9 後藤 裕樹 京楓 京都大 56.372%
10 神田 哲大 浪昴 大阪府大 56.176%

• 新人馬場馬術競技 B班 （全 21選手）
1 小西 凌太郎 ヴァルゴ 京産大 62.940%
2 白井 陽菜 月翔 関学大 61.372%
3 北方 美穂 月若葉 関学大 59.509%
4 松本 雄樹 フェイバータッチ 京都大 59.411%
5 加納 拓都 龍輝 立命館大 57.352%
6 伊藤 正之 龍咲 立命館大 55.980%
7 村瀬 結衣 リンクス 京産大 55.783%
8 清水 晶子 フィールドミラクル 同志社大 55.489%
9 薄木 裕也 フロストフラワー 京都大 54.999%
10 遊川 奈名子 千雄 関西大 54.901%
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• 馬場団体成績 （表彰は 3位まで）
1 関西学院大学 21.0点
2 京都産業大学 20.5点
3 立命館大学 19.0点
4 京都大学 14.5点
5 同志社大学 12.5点
6 大阪府立大学 6.5点
7 関西大学 4.0点

• 新人障害飛越競技 （全 39選手）
1 小西 凌太郎 フォルナックス II 京産大 –0, J.O. –0 28”15
2 伊藤 正之 龍咲 立命館大 –0, J.O. –0 29”06
3 加納 拓都 龍緑 立命館大 –0, J.O. –0 32”15
4 西村 南々瑛 甲愛 甲南大 –0, J.O. –0 33”62
5 宇山 　裕 Cセリカ 同志社大 –0, J.O. –0 34”57
6 蒔田 　涼 龍冥 立命館大 –0, J.O. –0 39”16
7 岩田 優香 ラタミールトーマ 同志社大 –0, J.O. –2 44”04
8 清水 晶子 ホワイトベル 同志社大 –0, J.O. –4 29”20
9 小谷 　篤 エキゾーストノート 同志社大 –0, J.O. –4 35”65
10 薄木 裕也 キャンベラ 京都大 –0, J.O. –4 36”96

• 障害団体成績 （表彰は 3位まで）
1 立命館大学 41点
2 同志社大学 28点
3 関西学院大学 3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 立命館大学 順位合計 4 60.0点
2 関西学院大学 順位合計 4 24.0点
3 同志社大学 順位合計 7 40.5点

4. 第 58回 関西学生賞典総合馬術大会　　 2015年 7月 4, 5日　　於　三木ホースランドパーク

• 学生賞典総合馬術競技 （全 23選手）
1 黒川 ウェリントン 力

千功 関西大 –58.8
2 稲川 希生 月洋 関学大 –60.0
3 山下 百合子 龍輝 立命館大 –67.8
4 梅林 　舞 月雅 関学大 –69.9
5 福留 健志 千翔 関西大 –72.5
6 多林 　晃 月飛鳥 関学大 –75.6

• 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 関西学院大学 –205.5
2 関西大学 –247.5
3 京都産業大学 –445.3

4 同志社大学 –1306.9

5. 第 40回 関西学生複合馬術大会　　 2015年 7月 4, 5日　　於　三木ホースランドパーク

• 複合馬術競技 （全 12選手）
1 丹羽 れい 龍珠 立命館大 –62.2
2 高見 　翼 ラヴミー 同志社大 –64.0
3 大西 央海 甲太郎 甲南大 –64.2
4 原　 啓太郎 アナスターシャ 京都大 –65.4
5 菱田 　遥 龍綾 立命館大 –73.4
6 縄田 雄飛 ホワイトベル 同志社大 –73.9

• 馬場馬術競技 B (馬場馬術競技 A2課目 2013)（全 15選手）
1 蒔田 　涼 龍玖 立命館大 58.921%
2 前野 友香 リンクス 京産大 58.235%
3 田村 明日香 月輪 関学大 57.842%
4 田村 明日香 月颯 関学大 57.156%
5 北方 美穂 月旭 関学大 56.960%
6 白澤 麗美 月輪 関学大 56.666%
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• 馬場馬術競技 A (馬場馬術競技 L1課目 2013)（全 13選手 (Open 1)選手）
1 森　 美佐 龍玖 立命館大 60.287%
2 稲葉 理佐 ジペット・ディ・グラル 同志社大 60.056%
3 伊藤 みさご 伊耶浪 大阪府大 57.413%
4 白井 陽菜 月輪 関学大 57.126%
5 濱砂 佳奈子 リンクス 京産大 56.493%
6 白井 陽菜 月聡 関学大 56.321%

• 障害飛越競技 B（全 21選手）
1 加納 拓都 アラ・モアナ 立命館大 –0 39”22
2 田村 明日香 月颯 関学大 –0 42”97
3 蒔田 　涼 翔如 立命館大 –0 47”90
4 伊藤 みさご 伊耶浪 大阪府大 –0 50”25
5 出田 貴大 千王 関西大 –0 50”53
6 川崎 エリナ 月聡 関学大 –0 51”64

• 障害飛越競技 A（全 10選手 (Open 1選手)）
1 赤松 朋樹 千雄 関西大 –0 57”63
2 森　 美佐 翔如 立命館大 –0 57”83
3 白井 陽菜 月将 関学大 –0 57”85
4 澤島 　雅 アラ・モアナ 立命館大 –8 67”91
5 堺　 雄亮 駒王丸 京都大 –12 83”20
6 北村 茂生 千雄 関西大 –12 83”83

• 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 50.5点
2 関西学院大学 21.5点
3 同志社大学 18.5点
4 関西大学 10.0点
5 京都大学 8.5点
6 大阪府立大学 8.5点
＊ 5, 6位は大会規定による。

6. 第 50回 関西学生賞典障害馬術大会　　 2015年 7月 19日　　於　三木ホースランドパーク

• 学生賞典障害飛越競技 （全 34選手）
1 原 　名月 キャットウィーズル B 関西大 –0, –0 39”50
2 荒木 梨花 ミスティカル 同志社大 –0, –8 33”49
3 福留 健志 千幸 関西大 –4 60”09
4 住岡 　崇 トムボーラ 同志社大 –4 62”10
5 品川 皇王 Cセリカ 同志社大 –4 62”17
6 柳井 万由子 ゾディアック 同志社大 –4 64”70

• 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 同志社大学 –8
2 関西大学 –16
3 甲南大学 –32

4 京都産業大学 –62
5 立命館大学 –544

7. 第 50回 関西学生賞典馬場馬術大会　　 2015年 7月 19日　　於　三木ホースランドパーク

• 学生賞典馬場馬術競技 （全 16選手）
1 川上 優理子 マーキュリー 京産大 60.999%
2 山下 百合子 龍駿 立命館大 60.850%
3 稲川 希生 月夢 関学大 60.444%
4 丹羽 れい 龍旺 立命館大 59.943%
5 澤島 　雅 龍舞 立命館大 59.638%
6 黒川 ウェリントン 力

千蘭 関西大 59.638%

＊ 5, 6位は規定による。

• 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 3247.0点
2 京都産業大学 3213.5点
3 京都大学 2641.0点
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8. 第 53回 関西学生馬術選手権大会　　 2015年 7月 19, 20日　　於　三木ホースランドパーク

• 選手権競技 （全 23選手）
1 住岡 　崇 同志社大
2 吉永 晃之佑 京産大
3 成瀬 賢治 神戸大
4 西端 将展 甲南大
5 松坂 元彰 神戸大
6 稲川 希生 関学大

9. 第 51回 関西学生馬術女子選手権大会　　 2015年 7月 19, 20日　　於　三木ホースランドパーク

• 女子選手権競技 （全 16選手）
1 川上 優理子 京産大
2 美谷脇 舞子 立命館大
3 白井 陽菜 関学大
4 高嶋 洋子 甲南大
5 澤島 　雅 立命館大
6 西村 南々瑛 甲南大

10. 第 47回 関西学生自馬馬術大会　　 2015年 8月 29, 30日　　於　鶴見緑地乗馬苑

• 馬場馬術競技 C (馬場馬術競技 A2課目 2013)（全 20選手 (Open 1選手)）
1 酒井 夏鈴 千豪 関西大 58.627%
2 岩見 朱偉 月輪 関学大 57.646%
3 桂木 智子 ムコワカワシ 武女大 56.862%
4 小林 夏実 藤浪 大阪府大 56.372%
5 北方 美穂 月颯 関学大 56.274%
6 大倉 徹也 アイリ 京都大 56.078%

• 馬場馬術競技 B (学生選手権馬場課目 2000)（全 17選手）
1 田村 明日香 月棗 関学大 58.484%
2 山本 伸也 フロストフラワー 京都大 57.954%
3 寒川 華愛 月翔 関学大 57.423%
4 濱砂 佳奈子 ブルーアース 京産大 57.044%
5 駒井 諒一 杉詩 大阪市大 56.363%
6 田村 明日香 月輪 関学大 56.060%

• 馬場馬術競技 A (馬場馬術競技 L1課目 2013)（全 9選手）
1 稲葉 理佐 ジペット・ディ・グラル 同志社大 60.631%
2 小西 凌太郎 フォルナックス II 京産大 58.390%
3 白井 陽菜 月聡 関学大 57.471%
4 白井 陽菜 月輪 関学大 57.010%
5 蒔田 　涼 龍玖 立命館大 56.723%
6 中牟田 　歩 凌悠 神戸大 56.378%

• ジムカーナ競技（全 27選手 (Open 1選手)）
1 平野 貴子 ムコワカワシ 武女大 74”88 (–0”12)
2 光岡 玲音 伊耶浪 大阪府大 74”77 (–0”23)
3 陣尾 亮介 月旭 関学大 74”72 (–0”28)
4 井村 理子 月棗 関学大 74”59 (–0”41)
5 渕本 美佳 エキゾーストノート 同志社大 76”16 (+1”16)
6 石川 ミラ 月旭 関学大 78”15 (+3”15)
7 西脇 由華 宙浪 大阪府大 78”36 (+3”36)
8 田中 　蓮 月棗 関学大 78”77 (+3”77)
9 植村 沙耶 杉詩 大阪市大 78”92 (+3”92)
10 石川 眞椰 杉詩 大阪市大 79”37 (+4”37)

＊ 規定時間 75秒に近い選手が上位で、同タイム差では早いものが上位

• 障害飛越競技 C（全 33選手 (Open 6選手)）
1 田村 明日香 月翔 関学大 –0 40”41
2 中濱 　満 杉旭 大阪市大 –0 41”37
3 伊達 潤一 龍咲 立命館大 –0 41”66
4 出田 貴大 千王 関西大 –0 42”60
5 駒井 諒一 杉泰 大阪市大 –0 45”72
6 田村 明日香 月颯 関学大 –0 46”50
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• 障害飛越競技 B（全 24選手 (Open 3選手)）
1 寒川 華愛 月棗 関学大 –0 48”69
2 豊志 佳那 千雄 関西大 –0 51”25
3 西田 祐美 ドリド 同志社大 –0 52”41
4 加納 拓都 翔如 立命館大 –0 52”75
5 石丸 千愛季 レオニード 京産大 –4 47”63
6 小西 凌太郎 フォルナックス II 京産大 –4 47”88

• 障害飛越競技 A（全 7選手 (Open 3選手)）
1 福島 星香 ドリド 同志社大 –0 57”54
2 西中 涼香 千功 関西大 –17 62”77
3 山本 伸也 フロストフラワー 京都大 –31 88”92
4 高見 　翼 ラヴミー 同志社大 –36 77”90

• 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 関西学院大学 41.0点
2 同志社大学 30.5点
3 関西大学 24.0点
4 京都産業大学 16.5点
5 京都大学 14.0点
6 立命館大学 11.5点

11. 第 36回 学生馬術東西対抗競技会　　 2015年 8月 29日　　於　鶴見緑地乗馬苑

• 障害飛越競技
関東チーム 関西チーム
石栗 里美 立教大 ○　× 川上 優理子 京産大
青柳 創也 専修大 ○　× 成瀬 賢治 神戸大
二川 　祥 専修大 ×　○ 西端 将展 甲南大
浦野 ひかり 立教大 ×　○ 住岡 　崇 同志社大
吉田 匡慶 東京農大 ×　○ 美谷脇 舞子 立命館大
鵜殿 稜河 麻布大 ×　○ 吉永 晃之佑 京産大
2勝 4敗 ×　○ 4勝 2敗

3 平成27年度表彰
1. 優秀団体

1 同志社大学 49.5P
2 関西学院大学 44P
3 関西大学 42P

2. 三大大会優秀団体
1 京都産業大学 21P

3. 優秀選手
1 川上 優理子 京産大 50P
2 稲川 希生 関学大 42.5P
3 品川 皇王 同志社大 38.5P
4 松水 優斗 関西大 38P
5 丹羽 れい 立命館大 36P
6 黒川 ウェリントン 力

関西大 33.5P
6 原　 名月 関西大 33.5P
6 山下 百合子 立命館大 33.5P
9 住岡 　崇 同志社大 27P
10 稲葉 理佐 同志社大 26.5P

4. 優秀馬匹
1 バーデンバーデン 関西大 38P
2 マーキュリー 京産大 28P
3 キャットウィーズル B 関西大 27P
4 ジペット・ディ・グラル 同志社大 26.5P
4 Cセリカ 同志社大 26.5P
4 千功 関西大 26.5P
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5. 特別賞
(個人)
松水 優斗 関西大 第 65回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　 1位入賞　乗馬: バーデン・バーデン
品川 皇王 同志社大 第 65回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　 3位入賞　乗馬: Cセリカ
荒木 梨花 同志社大 第 65回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　 4位入賞　乗馬: ミスティカル
西園 裕太 甲南大 第 65回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　 9位入賞　乗馬: ユーエフオー
原　 名月 関西大 第 65回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　 12位入賞 乗馬: キャットウィーズル B
杉本 葵生 同志社大 第 65回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　 16位入賞 乗馬: コンエアー
安田 公翼 甲南大 第 65回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　 18位入賞 乗馬: フローズンダイヤモンド
多林 　晃 関学大 第 65回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　 19位入賞 乗馬: 月飛鳥
黒川 ウェリントン 力

関西大 第 65回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　 20位入賞 乗馬: 千駿

福留 健志 関西大 第 65回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　 22位入賞 乗馬: 千幸
第 58回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 14位入賞 乗馬: 千翔

丹羽 れい 立命館大 第 58回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　 3位入賞　乗馬: 龍旺
川上 優理子 京産大 第 58回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　 6位入賞　乗馬: マーキュリー
澤島 　雅 立命館大 第 58回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　 9位入賞　乗馬: 龍舞

第 51回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 7位入賞
稲川 希生 関学大 第 58回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 15位入賞 乗馬: 月洋
梅林 　舞 関学大 第 57回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 17位入賞 乗馬: 月雅
住岡 　崇 同志社大 第 87回 全日本学生馬術選手権大会　　　　 4位入賞
吉永 晃之佑 京産大 第 87回 全日本学生馬術選手権大会　　　　 5位入賞

(団体)
同志社大学 第 65回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　団体 1位
関西大学 第 65回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　団体 2位

平成 27年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　 4位
立命館大学 第 58回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　団体 2位

平成 27年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　 6位
京都産業大学 第 58回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　団体 3位

平成 27年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　 8位

6. 功労賞
堀田 武司 京産大 OB 平成 24～27年度理事長 [感謝状]
西村 充司 同志社大 OB OB理事及び監事 [感謝状]
若原 　尚 関西大 OB 平成 26～27年度会長 [感謝状] (2016.5.4)
玉木 秀悟 同志社大 平成 27年度幹事長・平成 27年度審判付
田淵 園恵 京産大 平成 27年度副幹事長・平成 27年度スチュワード付
中井 貴大 神戸大 平成 27年度副幹事長・平成 27年度競技委員
井坂 結衣 大阪市大 平成 27年度女子幹事長・平成 27年度放送委員・平成 27年度庶務委員
柚野 史奈 神戸大 平成 27年度総務委員
米田 智美 大阪府大 平成 27年度獣医委員・平成 27年度大会記録委員
棚橋 祐太 京産大 平成 27年度競技委員
松久 奈央 同志社大 平成 27年度賞典委員

7. 功労馬
月若葉 関学大
ムコワカワシ 武女大
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