
1 平成31・令和元年度事業報告
2月19日　第 1回常任幹事会（京都大学）
3月 9日　第 1回理事会（大阪駅前第 3ビル貸会議室）
5月 1日　第 2回理事会（三木ホースランドパーク）
5月27日　総合馬術講習会（三木ホースランドパーク）(～28)
6月12日　第 1回幹事会（京都大学）
7月13日　競技補助員講習会（三木ホースランドパーク）
7月14日　関西学生監督会議（三木ホースランドパーク）
7月14日　第 3回理事会（エオの森会議室）
8月24日　救急講習会（三木ホースランドパーク）
8月25日　第 4回理事会（三木ホースランドパーク）
9月12日　第 2回常任幹事会（京都大学）
1月26日　基金検討委員会（大阪駅前第 4ビル貸会議室）
1月26日　第 5回理事会（大阪駅前第 4ビル貸会議室）
2月11日　第 3回常任幹事会（コープイン京都）
2月11日　第 2回幹事会（コープイン京都）
2月11日　第 6回理事会（コープイン京都）
2月11日　平成 31・令和元年度定例総会（コープイン京都）

2 平成31・令和元年度競技会成績
1. 第 13回 関西学生馬術スプリングトライ　　 2019年 3月 21日　　於　三木ホースランドパーク

• Mクラス障害飛越競技 D （全 12選手 (Open 1選手)）
1 長沼 隆史 ファイアーフライ D.V 甲南大 –0 60”29
2 西田 空花 千優 関西大 –0 69”31
3 牧ケ谷 佳佑 アイリ 京都大 –4 68”60
4 原田 広夢 月桜 関学大 –4 73”03
5 牧野 弘暉 千騅 関西大 –4 73”40
6 赤井 健二 浪嵐 大阪府大 –9 76”28

• Lクラス障害飛越競技 A （全 12選手 (Open 4選手)）
1 前原 太陽 千優 関西大 –0 73”27
2 檜垣 信之介 伊耶浪 大阪府大 –1 76”16
3 上甲 育実 ゴールドガンダム 甲南大 –1 78”70
4 井通 寛太 凌星 神戸大 –10 83”81
5 北村 研人 レイトブルーマー 京都大 –17 95”73

• Lクラス障害飛越競技 C （全 25選手 (Open 19選手)）
1 濱田 朋希 凌響 神戸大　 –2 71”20
2 岸田 一聡 千翔 関西大 –4 65”79
3 田中 元隆 駒王丸 京都大 –4 79”34
4 松本 崇志 千王 関西大 –4 80”60
5 小林 和貴 月飛鳥 関学大 –4.5 53”69
6 丹野 　豪 千王 関西大 –13 101”22

＊ (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 22選手 (Open 6選手)）
1 浜田 美里 アイリ 京都大 –0 43”42
2 竹下 清人 キャンベラ 京都大 –0 43”93
3 市川 翔土 凌星 神戸大 –0 46”53
4 永井 彩音 杉詩 大阪市大 –0 47”55
5 岸田 一聡 ダノンシャレード 関西大 –1 49”28
6 田中 真帆 杉詩 大阪市大 –1.5 40”50

＊ (規定時間 −5)秒未満は 1秒につき 0.5点の早着減点

• ノービス馬場馬術競技 （全 19選手 (Open 2選手)）
1 市川 翔土 凌悠 神戸大 60.952%
2 山口 珠実 宙浪 大阪府大 60.952%
3 佐藤 けやき 秋桜 京都大 58.690%
4 井上 　心 京皐月 京都大 58.570%
5 山田 栞名 月颯 関学大 57.737%
6 橋 彩音 秋桜 京都大 57.737%

＊ 1, 2位及び 5, 6位は規定による。
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• チャレンジ・ドレッサージュ

＊ 学生選手権馬場馬術課目 2018 （全 12選手）
1 木和田 郁花 宙浪 大阪府大 58.157%
2 小林 和貴 月悠 関学大 57.894%
3 竹本 孝多 凌薫 神戸大 56.929%
4 山崎 やよい 凌悠 神戸大 56.929%

＊ 3, 4位は規定による。

＊ 総合馬術競技ワンスター 2018馬場馬術課目（全 4選手）
1 松下 奈央 月舞 関学大　 65.579%

＊ 馬場馬術競技 L1課目 2013 （全 2選手）
表彰なし

＊ 学生賞典馬場馬術課目 2018 （全 1選手）
表彰なし

2. 第 54回 全関西学生馬術大会　　 2019年 5月 2, 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 59選手、13チーム）
個人 （表彰は 6位まで）
1 菊竹 桃子 ファルコン 甲南大 –0 42”52
2 武道 芙紀 シロッコプラダ 同志社大 –0 44”15
3 西田 空花 S.ベロニカ 関西大 –0 44”52
4 中村 大樹 カリエーレ 関西大 –0 45”13
5 藤井 遥平 月飛鳥 関学大 –0 46”99
6 福島 秀太 プーカ 関西大 –0 48”77

団体 （チーム内の完走上位 3頭の成績による）
1 関西大学 C –0 138”42
2 関西学院大学 –0 149”40
3 同志社大学 C –0 149”59
4 立命館大学 –4 151”30
5 京都産業大学 A –4 162”77
6 関西大学 A –8 168”22

• Mクラス障害飛越競技 D （全 19選手 (Open 2選手)）
1 中村 大樹 千秀 関西大 –3 72”51
2 上甲 育実 ゴールドガンダム 甲南大 –3 75”73
3 中村 大樹 千翔 関西大 –4 62”03
4 田中 　蒼 メイショウジンム 同志社大 –6 71”87
5 酒井 佑輔 杉錨 大阪市大 –7 74”49
6 荒川 将暉 千幸 関西大 –11 89”76

• Mクラス障害飛越競技 C （全 18選手）
1 中村 大樹 カリエーレ 関西大 –0 第二段階 38”88
2 永合 更良々 千駿 関西大 –0 第二段階 40”80
3 福島 秀太 プーカ 関西大 –0 第二段階 40”91
4 長沼 隆史 ファイアーフライ D.V 甲南大 –4 第二段階 37”01
5 田中 　蒼 BIZザミーラ 同志社大 –4 第二段階 37”56
6 田中 　蒼 ジペット・ディ・グラル 同志社大 –4 第二段階 40”04

• 馬場馬術競技 A (学生賞典馬場馬術課目 2018)（全 11選手）
1 薬師 うい 龍航 立命館大 64.156%
2 加月 拓弥 龍舞 立命館大 63.063%
3 薬師 うい R.ファインタイム 立命館大 62.219%
4 城戸 優希 龍景 立命館大 62.094%
5 河野 雄大 ヘヴンリィ 京産大 60.969%
6 森本 修平 龍旺 立命館大 60.594%
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• 馬場馬術競技 B (馬場馬術競技 L1課目 2013)（全 13選手）
1 長野 天祐 ジペット・ディ・グラル 同志社大 63.240%
2 俵　 李伽 クインターナ 同志社大 57.800%
3 若狭 達也 京欅 京都大 56.920%
4 幣内 結衣 シャイニングライト 同志社大 56.840%
5 山崎 やよい 凌薫 神戸大 56.720%
6 竹本 孝多 凌悠 神戸大 56.400%

• 複合馬術競技（全 21選手）
1 山畠 龍一郎 ゴールドコースト 京産大 –35.2 (J –0, D –35.2)
2 長沼 隆史 カシス 甲南大 –35.7 (J –0, D –35.7)
3 森本 修平 龍珱 立命館大 –37.4 (J –0, D –37.4)
4 城戸 優希 龍晨 立命館大 –38.6 (J –0, D –38.6)
5 田中 　蒼 ジャック・スパロウ 同志社大 –38.8 (J –4, D –34.8)
6 佐藤 将馬 ラインレグルス 京産大 –41.8 (J –4, D –37.8)

• Mクラス障害飛越競技 B・I（公認） （全 4選手）
1 中村 大樹 カリエーレ 関西大 –0, J.O. –0 45”45
2 永合 更良々 千駿 関西大 –0, J.O. –27 73”27
3 長沼 隆史 カシス 甲南大 –4 62”77
4 西田 空花 S.ベロニカ 関西大 –8 60”41

• Mクラス障害飛越競技 B （全 11選手）
1 中村 大樹 カリエーレ 関西大 –0, J.O. –0 45”45
2 武道 芙紀 シロッコプラダ 同志社大 –0, J.O. –8 43”83
3 永合 更良々 千駿 関西大 –0, J.O. –27 73”27
4 城戸 優希 龍晨 立命館大 –4 62”62
5 長沼 隆史 カシス 甲南大 –4 62”77
6 三村 勇人 アルファルド 京産大 –4 64”30

• Lクラス障害飛越競技 B （全 30選手）
1 小林 和貴 月悠 関学大 –0 45”81
2 小林 和貴 月飛鳥 関学大 –0 48”02
3 田中 敦也 月舞 関学大 –0 49”29
4 加月 拓弥 龍咲 立命館大 –0 49”39
5 清水 茉理香 千優 関西大 –0 51”99
6 岸田 伊久哉 千翔 関西大 –0 52”50
7 合田 　楓 千騅 関西大 –0 55”30
8 磯崎 夏葉 凌星 神戸大 –0 58”57
9 木和田 郁花 宙浪 大阪府大 –1 63”06
10 横木 菜々子 ラルクアンシエル 同志社大 –3 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 関西大学 64点
2 立命館大学 44点
3 同志社大学 36点
4 甲南大学 22点
5 関西学院大学 18点
6 京都産業大学 16点

3. 第 50回 関西学生新人馬術大会　　 2019年 5月 2, 3日　　於　三木ホースランドパーク

• 新人馬場馬術競技 A班（全 16選手）
1 齋藤 希美 R.ファインタイム 立命館大 66.191%
2 市川 翔土 凌悠 神戸大 59.167%
3 森田 　薫 宙浪 大阪府大 58.809%
4 山田 栞名 月颯 関学大 58.690%
5 濱田 朋希 凌薫 神戸大 57.857%

• 新人馬場馬術競技 B班（全 19選手）
1 赤羽 日向 ヴァルゴ 京産大 68.809%
2 吉瀬 瑞葵 龍舞 立命館大 67.619%
3 吉川 郁人 龍咲 立命館大 62.143%
4 井上 　心 秋桜 京都大 58.691%
5 荒古 早彩 月輪 関学大 58.619%
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• 馬場団体成績 （表彰は 3位まで）
1 立命館大学 25.5点
2 関西学院大学 16.5点
3 神戸大学 15.5点
4 京都大学 13.75点
5 同志社大学 13.75点
＊ 4, 5位は規定による。

• 新人障害飛越競技 （全 31選手）
1 吉瀬 瑞葵 龍珱 立命館大 –0, J.O. –0 35”92
2 赤羽 日向 ブオーテス 京産大 –0, J.O. –0 35”99
3 吉川 郁人 龍咲 立命館大 –0, J.O. –0 36”37
4 布村 　翼 千歌 関西大 –0, J.O. –0 36”75
5 齋藤 希美 龍冥 立命館大 –0, J.O. –0 41”03
6 松浦 晴妃 宙浪 大阪府大 –0, J.O. –0 43”01
7 荒古 早彩 月悠 関学大 –0, J.O. –0 44”46
8 大村 美香 瑞浪 大阪府大 –0, J.O. –0 45”16
9 宮脇 志歩 凌星 神戸大 –0, J.O. –1 47”41
10 村田 美紀 ドリド 同志社大 –0, J.O. –2 48”51

• 障害団体成績 （表彰は 3位まで）
1 立命館大学 45点
2 大阪府立大学 18点
3 同志社大学 15点
4 京都大学 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 立命館大学 順位合計 2 70.5点
2 同志社大学 順位合計 8 28.25点
3 京都大学 順位合計 8 14.75点

4. 第 62回 関西学生賞典総合馬術大会　　 2019年 6月 29日, 30日　　於　三木ホースランドパーク

• 学生賞典総合馬術競技 （全 22選手）
1 福島 秀太 千優 関西大 –43.7
2 三村 勇人 ジャリスコ アナヴァン 京産大 –47.1
3 中村 大樹 千翔 関西大 –59.4
4 中村 優太 エキゾーストノート 同志社大 –60.0
5 原田 広夢 月桜 関学大 –60.3
6 荒川 将暉 千功 関西大 –67.0

• 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 –170.1
2 関西学院大学 –229.5
3 同志社大学 –1158.8

4 京都産業大学 –2047.1

5. 第 44回 関西学生複合馬術大会　　 2019年 6月 29日, 30日　　於　三木ホースランドパーク

• 複合馬術競技 （全 11選手）
1 山畠 龍一郎 ゴールドコースト 京産大 –34.2
2 薬師 うい 龍晨 立命館大 –39.0
3 俵　 李伽 クインターナ 同志社大 –40.2
4 吉川 郁人 龍咲 立命館大 –41.5
5 小林 和貴 月悠 関学大 –42.9
6 田中 奈慧 ドリド 同志社大 –45.4

• 馬場馬術競技 B (馬場馬術競技 A2課目 2013)（全 17選手）
1 荒古 早彩 月輪 関学大 62.261%
2 山田 栞名 月颯 関学大 61.309%
3 市川 翔土 凌響 神戸大 61.309%
4 田中 元隆 フェイバータッチ 京都大 60.356%
5 森田 　薫 浪朝陽 大阪府大 59.404%
6 上谷 杏純 月颯 関学大 59.166%
6 荒井 三冬 月旭 関学大 59.166%

＊ 2, 3位および 6位 2名は規定による。
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• 馬場馬術競技 A (馬場馬術競技 L1課目 2013)（全 19選手）
1 大井 千帆 龍景 立命館大 65.733%
2 齋藤 希美 R.ファインタイム 立命館大 65.533%
3 加月 拓弥 龍舞 立命館大 65.200%
4 吉瀬 瑞葵 龍航 立命館大 63.333%
5 加月 拓弥 龍旺 立命館大 61.666%
6 山内 海優 コルブス III 京産大 61.200%

• 障害飛越競技 B（全 25選手）
1 濱田 朋希 凌星 神戸大 –0 49”98
2 福田 あみ ゾディアック 同志社大 –0 53”04
3 多賀 真吾 メイショウジンム 同志社大 –0 53”93
4 岸田 一聡 千歌 関西大 –0 55”91
5 荒古 早彩 月輪 関学大 –0 57”70
6 中田 夏菜子 ドリド 同志社大 –0 58”79

• 障害飛越競技 A（全 11選手）
1 田中 敦也 月悠 関学大 –0 53”17
2 夏井 聖奈 ロイヤルエルドール 同志社大 –0 56”34
3 齋藤 希美 龍冥 立命館大 –4 54”22
4 大井 千帆 龍蘭 立命館大 –4 56”12
5 大西 　諒 京飛梅 京都大 –4 58”58
6 北村 健人 レイトブルーマー 京都大 –4 61”36

• 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 49.5点
2 同志社大学 26.5点
3 関西学院大学 25.5点
4 京都産業大学 13.5点
5 神戸大学 10.0点
6 京都大学 7.0点

6. 第 54回 関西学生賞典障害馬術大会　　 2019年 7月 14日　　於　三木ホースランドパーク

• 学生賞典障害飛越競技 （全 26選手）
1 武道 芙紀 シロッコプラダ 同志社大 –0, –0 36”02
2 中村 大樹 カリエーレ 関西大 –0, –8 34”44
3 長沼 隆史 ファイアーフライ D.V 甲南大 –4 59”88
4 永合 更良々 千駿 関西大 –4 64”27
5 高橋 勇人 スフィーダ 同志社大 –4 67”35
6 三村 勇人 アルファルド 京産大 –4 67”72

• 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 関西大学 –16
3 甲南大学 –34

4 京都産業大学 –43
5 立命館大学 –55

7. 第 54回 関西学生賞典馬場馬術大会　　 2019年 7月 14日　　於　三木ホースランドパーク

• 学生賞典馬場馬術競技 （全 14選手）
1 薬師 うい 龍航 立命館大 66.063%
2 城戸 優希 龍景 立命館大 64.438%
3 佐藤 将馬 サジッタ 京産大 63.438%
4 齋藤 希美 R.ファインタイム 立命館大 62.782%
5 菊地 富太 ヴァルゴ 京産大 61.281%
6 森本 修平 龍旺 立命館大 60.750%

• 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 193.283%
2 京都産業大学 183.469%
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8. 第 57回 関西学生馬術選手権大会　　 2019年 7月 14, 15日　　於　三木ホースランドパーク

• 選手権競技 （全 24選手）
1 河野 雄大 京産大
2 原田 広夢 関学大
3 中村 大樹 関西大
4 藤山 諒太 神戸大
5 三村 勇人 京産大
6 牧ケ谷 佳祐 京都大
6 中村 優太 同志社大

9. 第 55回 関西学生馬術女子選手権大会　　 2019年 7月 14, 15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 薬師 うい 立命館大
2 平岡 　梢 京産大
3 上野 　春 京都大
4 藤井 　恵 大阪府大
5 山内 海優 京産大
6 俵　 李伽 同志社大

10. 第 51回 関西学生自馬馬術大会　　 2019年 8月 24, 25日　　於　三木ホースランドパーク

• 馬場馬術競技 C (馬場馬術競技 A2課目 2013)（全 17選手）
1 毛利 優菜 龍舞 立命館大 60.893%
2 上谷 杏純 月颯 関学大 59.822%
2 竹下 清人 秋桜 京都大 59.822%
4 湊　 亮佑 トルバドゥール 京都大 58.572%
5 田中 元隆 フロストフラワー 京都大 57.500%
5 井原 万道 ジャリスコ アナヴァン 京産大 57.500%

＊ 2, 5位は規定により、同順位。

• 馬場馬術競技 B (学生選手権馬場課目 2018)（全 16選手 (Open 2選手)）
1 田中 奈慧 ジペット・ディ・グラル 同志社大 61.930%
2 平岡 　梢 メイサ 京産大 59.474%
3 大村 美香 宙浪 大阪府大 57.983%
4 佐藤 けやき 秋桜 京都大 57.719%
5 小林 和貴 月悠 関学大 57.544%
6 藤井 　恵 浪奏 大阪府大 56.930%

• 馬場馬術競技 A (馬場馬術競技 L1課目 2013)（全 11選手）
1 吉瀬 瑞葵 龍舞 立命館大 64.067%
2 幣内 結衣 シャイニングライト 同志社大 59.133%
3 田中 敦也 月輪 関学大 58.133%
4 水島 和也 キャンベラ 京都大 58.133%
5 俵　 李伽 クインターナ 同志社大 56.400%
6 加藤 ふみ トルバドゥール 京都大 56.067%

＊ 3, 4位は規定による。

• ジムカーナ競技（全 41選手）
1 河合 真穂 キャンベラ 京都大 73”19 (+0”19)
2 中島 千都 スピードワゴン 京都大 74”44 (+1”44)
3 中村 花梨 ドリド 同志社大 71”12 (-1”88)
4 後藤 未佳 アグネスドーン 同志社大 75”12 (+2”12)
5 中園 さやか 月旭 関学大 75”13 (+2”13)
6 増田 悠里 ラルクアンシエル 同志社大 75”28 (+2”28)
7 飯山 舞優 アグネスドーン 同志社大 70”33 (-2”67)
8 豊島 大記 ドリド 同志社大 69”56 (-3”44)
9 杉本 美乃 ブオーテス 京産大 77”12 (+4”12)
10 小仲 優衣 ジャリスコ アナヴァン 京産大 77”19 (+4”19)

＊ 規定時間 73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 24選手 (Open 2選手)）
1 永井 彩音 杉詩 大阪市大 –0 43”47
2 金子 楓佳 ムコダズウェル 武女大 –0 43”91
3 井上 　心 パシフィア 京都大 –0 44”30
4 浜田 美里 アイリ 京都大 –0 44”54
5 水谷 汐里 千豪 関西大 –0 45”57
6 岸田 一聡 千翔 関西大 –0 46”20

• 障害飛越競技 B（全 19選手 (Open 2選手)）
1 小林 和貴 月悠 関学大 –0 53”75
2 田中 奈慧 ジペット・ディ・グラル 同志社大 –0 56”22
3 小林 和貴 月飛鳥 関学大 –0 56”23
4 田中 奈慧 ドリド 同志社大 –0 60”47
5 大西 　諒 京飛梅 京都大 –0 61”47
6 宮崎 拓己 スピードワゴン 京都大 –0 61”67

• 障害飛越競技 A（全 16選手 (Open 6選手)）
1 森田 美菜 クー・シー 京産大 –0 63”53
2 酒井 佑輔 杉錨 大阪市大 –0 70”10
3 幣内 結衣 シャイニングライト 同志社大 –4 57”73
4 井通 寛太 凌星 神戸大 –4 59”13
5 北村 研人 レイトブルーマー 京都大 –4 64”75
6 吉川 郁人 龍咲 立命館大 –8 61”91

• 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 京都大学 39.5点
2 同志社大学 37.0点
3 関西学院大学 22.5点
4 京都産業大学 18.0点
5 立命館大学 17.5点
6 大阪市立大学 14.5点

11. 第 40回 学生馬術東西対抗競技会　　 2019年 8月 25日　　於　三木ホースランドパーク

• 障害飛越競技
関東チーム 関西チーム
近藤 舞宝 専修大　 ○　× 原田 広夢 関学大
名倉 賢人 日本大 ○　× 平岡 　梢 京産大
楠本 將斗 日本大 ○　× 河野 雄大 京産大
高橋 義明 明治大 ○　× 中村 大樹 関西大
杉田 清佳 中央大 ×　○ 山内 海優 京産大
中込 　樹 日本大 ×　○ 藤山 諒太 神戸大
4勝 2敗 ○　× 2勝 4敗

3 平成31・令和元年度表彰
1. 優秀団体

1 同志社大学 54.5P
2 立命館大学 52P
3 関西大学 40P

2. 三大大会優秀団体
1 京都産業大学 20P
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3. 優秀選手
1 中村 大樹 関西大 80P
2 薬師 うい 立命館大 55P
3 武道 芙紀 同志社大 37P
4 城戸 優希 立命館大 36P
5 長沼 隆史 甲南大 33P
6 永合 更良々 関西大 29P
7 福島 秀太 関西大 27.5P
8 三村 勇人 京産大 26.5P
9 山畠 龍一郎 京産大 24P
10 河野 雄大 京産大 23P
10 齋藤 希美 立命館大 23P

4. 優秀馬匹
1 カリエーレ 関西大 46P
2 龍航 立命館大 38P
3 シロッコプラダ 同志社大 37P
4 龍舞 立命館大 35P
5 龍景 立命館大 32.5P
6 千駿 関西大 29P

5. 特別賞
(個人)
長沼 隆史 甲南大 第 69回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　 2位入賞　乗馬: ファイヤーフライ D.V
福島 秀太 関西大 第 69回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　 4位入賞　乗馬: プーカ
田中 　蒼 同志社大 第 69回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　 8位入賞　乗馬: BIZザミーラ
高橋 勇人 同志社大 第 69回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　 9位入賞　乗馬: スフィーダ
中村 大樹 関西大 第 69回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　 10位入賞 乗馬: カリエーレ
武道 芙紀 同志社大 第 69回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　 11位入賞 乗馬: シロッコプラダ
齋藤 希美 立命館大 第 62回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　 2位入賞　乗馬: R.ファインタイム
薬師 うい 立命館大 第 62回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　 4位入賞　乗馬: 龍航

第 55回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 7位入賞
山畠 龍一郎 京産大 第 62回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　 8位入賞　乗馬: ヘヴンリィ
森本 修平 立命館大 第 62回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　 9位入賞　乗馬: 龍旺

第 62回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 9位入賞　乗馬: 龍珱
中村 優太 同志社大 第 62回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 8位入賞　乗馬: エキゾーストノート
佐藤 将馬 京産大 第 62回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 11位入賞 乗馬: ラインレグルス
松下 奈央 関学大 第 62回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 13位入賞 乗馬: 月舞
河野 雄大 京産大 第 91回 全日本学生馬術選手権大会　　　　 4位入賞

(団体)
同志社大学 第 69回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　団体 2位
立命館大学 第 62回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　団体 2位

令和元年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　 3位
京都産業大学 令和元年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　 6位

6. 功労賞
三村 勇人 京産大 令和元年度幹事長・令和元年度競技委員
中村 文香 京都大 令和元年度副幹事長・令和元年度財務委員
酒井 佑輔 大阪市大 令和元年度記録委員
合田 　楓 関西大 令和元年度記録委員
秋永 晃一 大阪府大 令和元年度記録委員・令和元年度獣医委員
山崎 やよい 神戸大 令和元年度総務委員
上野 　春 京都大 令和元年度スチュワード委員
上甲 育実 甲南大 令和元年度賞典委員

7. 功労馬
駒王丸 京都大
鞠小路 京都大
龍旺 立命館大
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