
1 平成28年度事業報告
2月21日　第 1回幹事会（京都大学）
3月 1日　自馬講習会（三木ホースランドパーク）[3/1, 2]
3月27日　第 1回理事会（大阪駅前第 3ビル）
3月29日　第 2回幹事会（京都大学）
5月 4日　第 2回理事会（三木ホースランドパーク）
5月31日　総合馬術講習会（三木ホースランドパーク）[5/31, 6/1]
7月11日　第 3回幹事会（京都大学）
7月16日　日本農産飼料講習会（三木ホースランドパーク）
7月16日　救急講習会（三木ホースランドパーク）
7月17日　関西学生監督会議（三木ホースランドパーク）
7月17日　第 3回理事会（三木ホースランドパーク）
8月20日　第 4回幹事会（京都大学）
8月26日　第 1回常任幹事会（鶴見緑地乗馬苑）
8月27日　第 4回理事会（鶴見緑地乗馬苑）

11月23日　第 5回理事会（関西大学梅田キャンパス会議室）
1月 9日　第 6回理事会（関西大学梅田キャンパス会議室）
2月 9日　第 2回常任幹事会（京都大学）
2月11日　第 7回理事会（コープイン京都）
2月11日　平成 28年度定例総会（コープイン京都）

2 平成28年度競技会成績
1. 第 10回 関西学生馬術スプリングトライ　　 2016年 3月 3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 18選手 (Open 1選手)）
1 出田 貴大 千雄 関西大 –0 48”68
2 鈴木 萌恵 千雄 関西大 –0 49”57
3 山宮 拓馬 アナスターシャ 京都大 –0 55”60
4 岩田 優香 ラタミールトーマ 同志社大 –0 56”92
5 小藪 かおり ゴールドガンダム 甲南大 –4 49”60
6 乾　 暉昇 浪嵐 大阪府大 –4 49”80
7 山口 千尋 アグネスドーン 同志社大 –4 52”55
8 明石 良平 千雄 関西大 –5 60”16
9 川元 喬瑛 千宝 関西大 –7 68”45
10 山本 伸也 フロストフラワー 京都大 –8 51”74

• Lクラス障害飛越競技 C （全 30選手 (Open 10選手)）
1 奥藤 涼介 凌翼 神戸大 –0 44”55
2 杉本 美優 浪昴 大阪府大 –0 44”80
3 岡村 季芽 杉詩 大阪市大 –0 45”14
4 清水 悠太郎 杉椿 大阪市大 –0 45”74
5 布村 彩夏 凌妃 神戸大 –0 46”31
6 中野 朝香 凌妃 神戸大 –0 46”42
7 山宮 拓馬 アナスターシャ 京都大 –0 46”82
8 小林 夏実 浪昴 大阪府大 –1 48”99
9 岩見 朱偉 月聡 関学大 –1 49”61
10 廣瀬 玲奈 ラヴミー 同志社大 –2 53”38

＊ (規定時間 −5)秒未満は 1秒につき 0.5点の早着減点

• ノービス障害飛越競技 （全 15選手 (Open 2選手)）
1 北方 美穂 月棗 関学大 –0 40”50
2 森川 　毅 キャンベラ 京都大 –0 41”05
3 岩見 朱偉 月聡 関学大 –0 42”14
4 小山 奈緒 フロストフラワー 京都大 –0 42”19
5 尾上 舞衣 アグネスドーン 同志社大 –0 42”22
6 尾浪 　蒼 月棗 関学大 –0 42”70
7 寒川 綾乃 京飛梅 京都大 –1 45”02
8 森川 　葵 ラタミールトーマ 同志社大 –1 45”61
9 大倉 徹也 メテオラ 京都大 –1 46”57
10 山平 伊織 甲愛 甲南大 –1 38”75

＊ (規定時間 −5)秒未満は 1秒につき 0.5点の早着減点
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• ノービス馬場馬術競技 （全 22選手 (Open 4選手)）
1 岩見 朱偉 月聡 関学大 59.607%
2 芦田 真由 エキゾーストノート 同志社大 59.117%
3 大崎 滉平 杉旭 大阪市大 58.725%
4 坂田 美和 凌霜 神戸大 58.333%
5 岡村 季芽 杉詩 大阪市大 57.941%
6 中谷 安奈 凌悠 神戸大 57.352%
7 奥藤 涼介 凌悠 神戸大 56.568%
8 尾浪 　蒼 月棗 関学大 55.980%
9 大倉 徹也 メテオラ 京都大 54.215%
10 尾浪 　蒼 月輪 関学大 53.725%

• チャレンジ・ドレッサージュ
＊ 学生選手権馬場馬術課目 2000 （全 3選手）

1 井澤 未沙紀 瑞浪 大阪府大 57.954%

＊ 馬場馬術競技 L1課目 2013 （全 3選手）
1 北方 美穂 月輪 関学大　 56.838%

＊ 全日本学生総合調教審査 2010 （全 1選手）
表彰なし

2. 第 51回 全関西学生馬術大会　　 2016年 5月 3, 4, 5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 66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 杉本 葵生 トムボーラ 同志社大 –0 43”21
2 松水 優斗 ピトロリーナ 関西大 –0 43”40
3 荒木 梨花 ミスティカル 同志社大 –0 44”39

4 松水 優斗 千駿 関西大 –0 44”40
5 原　 名月 キャットウィーズル B 関西大 –0 46”04
6 大西 央海 甲愛 甲南大 –0 46”11

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 –0 136”46
2 関西大学 C –0 144”98
3 甲南大学 A –0 150”11
4 京都産業大学 A –0 157”76
5 立命館大学 –0 165”35
6 京都産業大学 B –4 148”61

• Mクラス障害飛越競技 D （全 20選手）
1 奥谷 仁智 レオニード 京産大 –0 56”89
2 吉川 京太 ラタミールトーマ 同志社大 –0 57”36
3 黒川 ウェリントン 力

オマージュ 関西大 –0 57”72
4 中村 大樹 プーカ 関西大 –0 58”54
5 伊福 翔大 月将 関学大 –0 61”19
6 杉本 葵生 トムボーラ 同志社大 –0 46”80

• Mクラス障害飛越競技 C （全 22選手）
1 杉本 葵生 コンエアー 同志社大 –0, J.O. –0 45”65
2 安田 公翼 フローズンダイヤモンド 甲南大 –0, J.O. –4 39”07
3 原　 名月 キャットウィーズル B 関西大 –0, J.O. –4 44”03
4 柳井 万由子 ゾディアック 同志社大 –0, J.O. –4 44”39
5 福留 健志 千嵐 関西大 –0, J.O. –4 48”00
6 松永 晴太 トオノ・パトラッシュ 京産大 –0, J.O. –6 53”71

• 馬場馬術競技 A (学生賞典馬場馬術課目 2010)（全 11選手）
1 菱田 　遥 龍舞 立命館大 61.296%
2 丹羽 れい 龍旺 立命館大 61.203%
3 石田 奈美恵 マーキュリー 京産大 61.110%
4 山下 百合子 龍駿 立命館大 61.018%
5 黒川 ウェリントン 力

千蘭 関西大 60.231%
6 森　 美佐 龍踊 立命館大 58.425%
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• 馬場馬術競技 B (馬場馬術競技 L1課目 2013)（全 17選手）
1 岡林 蘭丸 龍玖 立命館大 59.482%
2 鶴見 侑大 トルバドゥール 京都大 57.528%
3 前野 友香 ジアース 京産大 57.355%
4 高嶋 洋子 チキータ 甲南大 55.919%
5 北方 美穂 月聡 関学大 55.517%
6 山口 千尋 ジペット・ディ・グラル 同志社大 55.419%

• 複合馬術競技（全 25選手）
1 山下 百合子 龍輝 立命館大 –59.7 (J –0, D –59.7)
2 伊福 翔大 月桜 関学大 –60.1 (J –0, D –60.1)
3 森　 美佐 龍咲 立命館大 –65.7 (J –8, D –57.7)
4 田中 一希 エキゾーストノート 同志社大 –66.2 (J –4, D –62.2)
5 下谷田 　翼 月飛鳥 関学大 –67.3 (J –4, D –63.3)
6 松永 晴太 フォルナックス II 京産大 –67.7 (J –4, D –63.7)

• Mクラス障害飛越競技 B・I（公認） （全 9選手）
1 安田 公翼 フローズンダイヤモンド 甲南大 –0, J.O. –4 36”01
2 荒木 梨花 ミスティカル 同志社大 –0, J.O. WD
3 縄田 雄飛 クインターナ 同志社大 –4 66”65
4 福留 健志 千嵐 関西大 –4 67”47
5 福留 健志 千幸 関西大 –8 63”32
6 松水 優斗 ピトロリーナ 関西大 –8 65”04

• Mクラス障害飛越競技 B （全 15選手）
1 安田 公翼 フローズンダイヤモンド 甲南大 –0, J.O. –4 36”01
2 杉本 葵生 コンエアー 同志社大 –0, J.O. –8 36”43
3 荒木 梨花 ミスティカル 同志社大 –0, J.O. WD
4 縄田 雄飛 クインターナ 同志社大 –4 66”65
5 福留 健志 千嵐 関西大 –4 67”47
6 吉川 京太 ウェンデル 同志社大 –4 69”07

• Lクラス障害飛越競技 B （全 33選手）
1 野間 真照 千宝 関西大 –0 53”68
2 寒川 華愛 月棗 関学大 –0 53”81
3 蒔田 　涼 龍輝 立命館大 –0 53”97
4 藤尾 昴司 ドリド 同志社大 –0 55”07
5 山宮 拓馬 駒王丸 京都大 –0 58”05
6 酒井 夏鈴 千功 関西大 –0 58”16
7 芦田 真由 ホワイトベル 同志社大 –0 60”21
8 鈴木 萌恵 千雄 関西大 –0 60”37
9 寒川 華愛 月雅 関学大 –4 54”11
10 岩見 朱偉 月洋 関学大 –4 59”29

• 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 60点
2 立命館大学 51点
3 関西大学 37点
4 甲南大学 27点
5 京都産業大学 26点
6 関西学院大学 19点

3. 第 47回 関西学生新人馬術大会　　 2016年 5月 4, 5日　　於　三木ホースランドパーク

• 新人馬場馬術競技 （全 34選手）
1 佐藤 将馬 ヴァルゴ 京産大 65.979%
2 村上 寧々 龍旺 立命館大 64.215%
3 中村 優太 ジペット・ディ・グラル 同志社大 63.529%
4 宮脇 健也 龍玖 立命館大 62.254%
5 柏原 竜太 ライオネット 京産大 60.980%
6 奥藤 涼介 凌悠 神戸大 59.999%
7 高野 有人 瑞浪 大阪府大 59.901%
8 三村 勇人 サジッタ 京産大 59.607%
9 藤井 優奈 フェイバータッチ 京都大 58.528%
10 森川 　毅 フェイバータッチ 京都大 56.960%
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• 馬場団体成績 （表彰は 3位まで）
1 京都産業大学 39点
2 立命館大学 30点
3 同志社大学 14点
4 関西大学 13点
5 大阪府立大学 11点
6 京都大学 7点
7 関西学院大学 5点
8 大阪市立大学 0点

• 新人障害飛越競技 （全 34選手）
1 三村 勇人 デルフィナス 京産大 –0, J.O. –0 29”01
2 小藪 かおり ゴールドガンダム 甲南大 –0, J.O. –0 30”90
3 中村 千春 甲愛 甲南大 –0, J.O. –0 32”76
4 不破 一之 凌翼 神戸大 –0, J.O. –0 33”93
5 布村 彩夏 凌妃 神戸大 –0, J.O. –0 35”81
6 宮脇 健也 龍瑪 立命館大 –0, J.O. –4 28”63
7 柏原 竜太 フォルナックス II 京産大 –0, J.O. –4 29”05
8 坂田 美和 凌翼 神戸大 –0, J.O. –4 31”26
9 伊達 潤一 龍咲 立命館大 –0, J.O. –4 31”54
10 中村 優太 ラタミールトーマ 同志社大 –0, J.O. –4 32”15

• 障害団体成績 （表彰は 3位まで）
1 京都産業大学 32点
2 甲南大学 31点
3 神戸大学 23点
4 立命館大学 19点
5 同志社大学 11点
6 大阪府立大学 0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 京都産業大学 順位合計 2 71点
2 立命館大学 順位合計 6 49点
3 神戸大学 順位合計 7 36点
4 同志社大学 順位合計 8 25点
5 大阪府立大学 順位合計 11 11点

4. 第 59回 関西学生賞典総合馬術大会　　 2016年 7月 2, 3日　　於　三木ホースランドパーク

• 学生賞典総合馬術競技 （全 19選手）
1 山下 百合子 龍輝 立命館大 –61.8
2 田中 一希 エキゾーストノート 同志社大 –64.8
3 福留 健志 千翔 関西大 –65.1
4 松水 優斗 千駿 関西大 –66.5
5 黒川 ウェリントン 力

千功 関西大 –67.5
6 小西 凌太郎 ブルーアース 京産大 –72.2

• 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 関西大学 –199.1
2 関西学院大学 –239.6
3 京都産業大学 –291.0

4 同志社大学 –2064.8

5. 第 41回 関西学生複合馬術大会　　 2016年 7月 2, 3日　　於　三木ホースランドパーク

• 複合馬術競技 （全 7選手）
1 福島 星香 ドリド 同志社大 –56.0
2 森　 美佐 龍咲 立命館大 –68.4
3 菱田 　遥 龍晨 立命館大 –74.6
4 芦田 真由 ホワイトベル 同志社大 –80.7
5 寒川 華愛 月棗 関学大 –109.0
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• 馬場馬術競技 B (馬場馬術競技 A2課目 2013)（全 23選手）
1 尾浪 　蒼 月颯 関学大 60.195%
2 布村 彩夏 凌悠 神戸大 58.528%
3 石丸 千愛季 デジタルハーツ 京産大 58.038%
4 堀　 美沙樹 フェイバータッチ 京都大 58.038%
5 岩田 優香 ラタミールトーマ 同志社大 57.646%
6 岡村 季芽 杉旭 大阪市大 57.254%

＊ 3, 4位は規定による。

• 馬場馬術競技 A (馬場馬術競技 L1課目 2013)（全 8選手）
1 石田 奈美恵 デジタルハーツ 京産大　 59.367%
2 藤井 優奈 フェイバータッチ 京都大 58.522%
3 鶴見 侑大 トルバドゥール 京都大 58.447%
4 寒川 綾乃 京欅 京都大 58.390%
5 北方 美穂 月輪 関学大 56.896%
6 田村 明日香 月輪 関学大 55.419%

• 障害飛越競技 B（全 32選手 (Open 2選手)）
1 岡村 季芽 杉詩 大阪市大 –0 50”07
2 渡邊 仁貴 ラタミールトーマ 同志社大 –0 51”23
3 永井 秀弥 杉椿 大阪市大 –0 53”21
4 奥藤 涼介 凌悠 神戸大 –0 54”13
5 岡林 蘭丸 龍弾 立命館大 –0 54”72
6 尾波 　蒼 月颯 関学大 –0 56”94

• 障害飛越競技 A（全 18選手 (Open 2選手)）
1 明石 良平 千雄 関西大 –0 52.71
2 野間 真照 千宝 関西大 –0 53.93
3 山口 千尋 ラタミールトーマ 同志社大 –0 54.52
4 古山 明恵 凌妃 神戸大 –0 59.56
5 坂田 美和 凌翼 神戸大 –0 62.47
6 高野 有人 瑞浪 大阪府大 –4 60.80

• 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 同志社大学 30.5点
2 立命館大学 20.0点
3 京都大学 19.0点
4 神戸大学 14.5点
4 関西大学 14.5点
6 関西学院大学 13.5点
＊ 4位 2大学は大会規定による。

6. 第 51回 関西学生賞典障害馬術大会　　 2016年 7月 17日　　於　三木ホースランドパーク

• 学生賞典障害飛越競技 （全 28選手）
1 安田 公翼 フローズンダイヤモンド 甲南大 –0, –0 38”23
2 杉本 葵生 コンエアー 同志社大 –0, –8 37”78
3 吉川 京太 ウェンデル 同志社大 –4 82”55
4 高嶋 洋子 ゴールドガンダム 甲南大 –8 69”60
5 原　 名月 キャットウィーズル B 関西大 –8 81”68
6 荒木 梨花 ミスティカル 同志社大 –8 81”71

• 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 –12
2 甲南大学 –30
3 関西大学 –40

4 京都産業大学 –525
5 立命館大学 –538
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7. 第 51回 関西学生賞典馬場馬術大会　　 2016年 7月 17日　　於　三木ホースランドパーク

• 学生賞典馬場馬術競技 （全 17選手）
1 佐藤 将馬 リフレクション I 京産大 65.055%
2 丹羽 れい 龍旺 立命館大 62.721%
3 菱田 　遥 龍舞 立命館大 62.694%
4 黒川 ウェリントン 力

千蘭 関西大 60.955%
5 山下 百合子 龍駿 立命館大 60.416%
6 石田 奈美恵 マーキュリー 京産大 59.860%

• 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 3345.0点
2 京都産業大学 3313.5点
3 京都大学 2739.5点

8. 第 54回 関西学生馬術選手権大会　　 2016年 7月 17, 18日　　於　三木ホースランドパーク

• 選手権競技 （全 17選手）
1 西端 将展 甲南大
2 黒川 ウェリントン 力

関西大
3 広川 英峻 関西大
4 鶴見 侑大 京都大
5 吉川 京太 同志社大
6 奥谷 仁智 京産大

9. 第 52回 関西学生馬術女子選手権大会　　 2016年 7月 17, 18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 菱田 　遥 立命館大
2 山下 百合子 立命館大
3 丹羽 れい 立命館大
4 増江 りさ 京都大
5 濱砂 佳奈子 京産大
6 古山 明恵 神戸大

10. 第 48回 関西学生自馬馬術大会　　 2016年 8月 27, 28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 22選手 (Open 2選手)）
1 尾浪 　蒼 月颯 関学大 59.705%
2 小谷 　篤 エキゾーストノート 同志社大 59.019%
3 加納 拓都 龍玖 立命館大 58.921%
4 片山 　翼 杉小町 大阪市大 56.666%
5 植村 沙耶 杉旭 大阪市大 55.392%
6 奥藤 涼介 凌倖 神戸大 55.097%

• 馬場馬術競技 B (学生選手権馬場課目 2000)（全 13選手）
1 岩見 朱偉 月聡 関学大 55.984%
2 寒川 華愛 月棗 関学大 55.529%
3 舟本 あゆ 宙浪 大阪府大 55.151%
4 井澤 未沙紀 瑞浪 大阪府大 55.075%
5 岡村 季芽 杉旭 大阪市大 54.696%
6 不破 一之 凌響 神戸大 54.090%

• 馬場馬術競技 A (馬場馬術競技 L1課目 2013)（全 8選手）
1 村上 寧々 龍玖 立命館大 61.206%
2 山口 千尋 ジペット・ディ・グラル 同志社大 59.827%
3 前野 友香 サジッタ 京産大 59.827%
4 福島 星香 Cセリカ 同志社大 56.148%
5 河野 雄大 ジェミニ 京産大 54.942%
6 島田 侑奈 ラヴミー 同志社大 54.367%

＊ 2, 3位は規定による。
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• ジムカーナ競技（全 35選手）
1 小林 彩花 ドリド 同志社大 62”40 (–0”40)
2 中村 優華 千雄 関西大 61”48 (–0”52)
3 上河 美穂 ブルーアース 京産大 62”61 (+0”61)
3 岸　 萌音 ラタミールトーマ 同志社大 62”61 (+0”61)
5 本田 優花 千王 関西大 62”66 (+0”66)
6 津田 英亮 杉小町 大阪市大 61”30 (–0”70)
7 木村 春陽 千秀 関西大 62”71 (+0”71)
8 大澤 貴之 レオニード 京産大 62”96 (+0”96)
8 矢下 大登 杉椿 大阪市大 62”96 (+0”96)
10 前原 太陽 千宝 関西大 63”07 (+1”07)

＊ 規定時間 62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 25選手 (Open 7選手)）
1 前野 友香 ブルーアース 京産大 –0 43”08
2 児玉 阿子 ドリド 同志社大 –0 45”57
3 尾上 舞衣 アグネスドーン 同志社大 –4 46”32
4 出田 貴大 千豪 関西大 –4 47”35
5 布村 彩夏 凌悠 神戸大 –4 52”19
6 村上 寧音 龍弾 立命館大 –4 41”13

• 障害飛越競技 B（全 27選手 (Open 5選手)）
1 林　 美緒 千駿 関西大 –0 55”44
2 中村 優太 エキゾーストノート 同志社大 –0 55”60
3 河野 雄大 レオニード 京産大 –4 46”94
4 北村 茂生 千翔 関西大 –4 48”50
5 鈴木 萌恵 千功 関西大 –4 50”79
6 藤原 美奈子 千秀 関西大 –4 54”03

• 障害飛越競技 A（全 12選手 (Open 2選手)）
1 岩田 優香 ラタミールトーマ 同志社大 –0 66”34
2 加納 拓人 龍弾 立命館大 –8 61”98
3 渡邊 仁貴 ラタミールトーマ 同志社大 –11 80”78
4 酒井 夏鈴 千功 関西大 –17 71”02

• 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 45.5点
2 関西大学 24.0点
3 立命館大学 23.5点
4 京都産業大学 21.5点
5 関西学院大学 20.5点
6 大阪府立大学 9.5点

11. 第 37回 学生馬術東西対抗競技会　　 2016年 9月 11日　　於　馬事公苑

• 障害飛越競技
関東チーム 関西チーム
吉田 篤史 明治大　 ×　○ 菱田 　遥 立命館大
山本 開智 専修大 ○　× 西端 将展 甲南大
辻本 芽以 専修大 ○　× 山下 百合子 立命館大
近藤 直人 専修大 ○　× 黒川 ウェリントン 力 関西大
渡邊 瑞生 日本大 ○　× 広川 英峻 関西大
菅原 権太郎 日本大 ○　× 鶴見 侑大 京都大
5勝 1敗 ○　× 1勝 5敗

3 平成28年度表彰
1. 優秀団体

1 同志社大学　 59P
2 立命館大学 50P
3 関西大学 45.5P

2. 三大大会優秀団体
1 京都産業大学 21P
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3. 優秀選手
1 山下 百合子 立命館大 53.5P
2 杉本 葵生 同志社大 49P
3 菱田 　遥 立命館大 47P
4 安田 公翼 甲南大 43P
5 黒川 ウェリントン 力

関西大 41.5P
6 丹羽 れい 立命館大 35.5
7 吉川 京太 同志社大 29P
8 石田 奈美恵 京産大 23P
9 鶴見 侑大 京都大 22P
10 田中 一希 同志社大 21P
10 福留 健志 関西大 21P

4. 優秀馬匹
1 フローズンダイヤモンド 甲南大 43P
2 コンエアー 同志社大 39.5P
3 ラタミールトーマ 同志社大 37.5P
4 龍輝 立命館大 34P
5 エキゾーストノート 同志社大 32.5P
6 龍旺 立命館大 27.5P

5. 特別賞
(個人)
杉本 葵生 同志社大 第 66回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　 3位入賞　乗馬: コンエアー
安田 公翼 甲南大 第 66回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　 7位入賞　乗馬: フローズンダイヤモンド
荒木 梨花 同志社大 第 66回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　 9位入賞　乗馬: ミスティカル
原　 名月 関西大 第 66回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　 10位入賞 乗馬: キャットウィーズル B
松永 晴太 京産大 第 66回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　 11位入賞 乗馬: トオノ・パトラッシュ
福留 健志 関西大 第 66回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　 12位入賞 乗馬: ピトロリーナ
縄田 雄飛 同志社大 第 66回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　 13位入賞 乗馬: クインターナ
吉川 京太 同志社大 第 66回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　 21位入賞 乗馬: ウェンデル
石田 奈美恵 京産大 第 59回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　 7位入賞　乗馬: マーキュリー
森　 美佐 立命館大 第 59回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　 9位入賞　乗馬: 龍踊
伊福 翔大 関学大 第 59回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 17位入賞 乗馬: 月桜
山下 百合子 立命館大 第 52回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 3位入賞

(団体)
同志社大学 第 66回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　団体 2位
京都産業大学 平成 28年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　 6位
立命館大学 平成 28年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　 8位

6. 功労賞
広川 英峻 関西大 平成 28年度幹事長・平成 28年度競技委員
北村 茂生 関西大 平成 28年度副幹事長・平成 28年度書記委員・平成 28年度広報委員
古山 明恵 神戸大 平成 28年度総務委員
明田 達哉 神戸大 平成 28年度庶務委員
岩田 栞里 大阪府大 平成 28年度記録委員・平成 28年度獣医委員
森　 美佐 立命館大 平成 28年度賞典委員

7. 功労馬
フェイバータッチ 京都大
デルフィナス 京産大
ヴァルゴ 京産大
ジアース 京産大
ライオネット 京産大
アバンタージュ 近畿大
龍踊 立命館大
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