
1 令和3年度事業報告
3月 6日　常任幹事会（Zoom Web会議）
3月 6日　幹事会（Zoom Web会議）
3月11日　総合馬術講習会 [令和 2年度分]（三木ホースランドパーク）(～12)
3月27日　第 1回理事会（Zoom Web会議）
4月 3日　第 1回財務・総務合同委員会（Zoom Web会議）
4月29日　第 2回理事会（Zoom Web会議）
5月16日　第 1回競技委員会（Zoom Web会議）
5月29日　第 3回理事会（Zoom Web会議）
6月13日　第 2回財務・総務合同委員会（Zoom Web会議）
7月16日　救急講習会（三木ホースランドパーク）
7月21日　日本農産飼料講習会（Zoom Web会議）
7月24日　第 4回理事会（Zoom Web会議）
8月 7日　第 5回理事会（Zoom Web会議）
8月14日　総合馬術講習会（三木ホースランドパーク）(～15)
8月28日　第 6回理事会（Zoom Web会議）

10月 9日　第 7回理事会（Zoom Web会議）
12月11日　第 8回理事会（Zoom Web会議）
1月23日　第 2回競技委員会（Zoom Web会議）
1月23日　第 9回理事会（Zoom Web会議）
2月11日　第 3回競技委員会（Zoom Web会議）
2月11日　第 10回理事会（Zoom Web会議）
2月11日　令和 3年度定例総会（Zoom Web会議）
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2 令和3年度競技会成績
1. 第 15回 関西学生馬術スプリングトライ　　 2021年 3月 22日　　於　三木ホースランドパーク

新型コロナウィルスの影響で開催時期を変更

• Mクラス障害飛越競技 D （全 3選手）
1 有田 奏司郎 クエブ A 京都大　 –0 43”47
2 清水 茉理香 千騅 関西大 –4 59”62
3 水谷 汐里 千龍 関西大 –16 57”96

• Lクラス障害飛越競技 A （全 10選手）
1 井田 風花 千秀 関西大 –1 60”87
2 半田 周汰 凌星 神戸大 –6 64”69
3 八十 巧海 伊耶浪 大阪府大 –11 85”32
4 大村 美香 浪奏 大阪府大 –12 91”91
5 古屋 朋樹 京飛梅 京都大 –21 92”03
6 中島 佳奈 フロストフラワー 京都大 –24 89”80

• Lクラス障害飛越競技 C （全 15選手 (Open 5選手)）
1 加納 隆大 杉錨 大阪市大 –0 53”51
2 奥村 加奈 瑞浪 大阪府大 –1 50”31
3 吉本 　愛 千歌 関西大 –1 49”81
4 藤原 　成 凌響 神戸大　 –2 62”61
5 長田 糸織 凌響 神戸大　 –3 67”68
6 筒井 翔大 鞠小路 京都大 –4 53”15
7 古屋 朋樹 京飛梅 京都大 –5 41”30
8 半田 周汰 凌響 神戸大　 –11 80”84
9 高橋 良治 スピードワゴン 京都大 –15 83”15
10 種田 匠眞 キャンベラ 京都大 –20 102”80

＊ (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 6選手）
1 多田 遊生 瑞浪 大阪府大 –0 51”20
2 魚嶋 淳平 杉錨 大阪市大 –1 49”79
3 中野 寧音 浪朝陽 大阪府大 –4 54”45
4 濱田 結珠貴 杉詩 大阪市大 –5 41”29
5 長島 文香 京飛梅 京都大 –6 76”74

＊ (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 11選手 (Open 1選手)）
1 河合 真穂 京皐月 京都大 56.250%
2 畑中 昌貴 杉凪 大阪市大 55.000%
3 野上 今日子 杉詩 大阪市大 54.168%
4 大塚 雅基 秋桜 京都大 53.750%
5 前田 　凌 杉椿 大阪市大 53.215%
6 藤原 明日香 杉詩 大阪市大 53.215%
7 吉岡 千佳 杉凪 大阪市大 48.929%
8 宇野 大輝 晴嵐 京都大 48.929%
9 伊澤 美希 浪影 大阪府大 48.393%
10 中坊 美穂 浪影 大阪府大 48.393%

＊ 5, 6位及び 7, 8位及び 9, 10位は C点の得点率による。

• チャレンジ・ドレッサージュ

＊ 馬場馬術競技 L1課目 2013 （全 3選手）
1 岩田 　遼 凌薫 神戸大　 55.733%

＊ 総合馬術競技ワンスター 2021馬場馬術課目（全 1選手）
1 大村 美香 浪奏 大阪府大 61.300%

＊ 学生選手権馬場馬術課目 2018 （全 9選手）
1 八十 巧海 伊耶浪 大阪府大 60.351%
2 中村 百香 杉椿 大阪市大 57.631%
3 中島 佳奈 フロストフラワー 京都大 56.403%
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2. 第 46回 関西学生複合馬術大会　　 2021年 7月 3, 4日　　於　三木ホースランドパーク

新型コロナウィルスの影響で競技会スケジュールを再編したため、開催を中止

3. 第 56回 全関西学生馬術大会　　 2021年 7月 3, 4日　　於　三木ホースランドパーク

新型コロナウィルスの影響で開催時期を変更

• Lクラス障害飛越競技 A （全 47選手、10チーム）
個人
1 仁部 泰夢 アドラブル・チャバリト 関西大 –0 50”82
2 武道 芙紀 シロッコプラダ 同志社大 –0 52”83
3 仁部 泰夢 ビリーカート 関西大 –0 53”22
4 福島 秀太 カリエーレ 関西大 –0 53”57
5 荒川 将暉 千駿 関西大 –0 54”21
6 福島 秀太 千翔 関西大 –0 55”99

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”60
2 関西大学 C –0 168”48
3 同志社大学 A –0 175”59
4 同志社大学 B –0 197”94
5 京都産業大学 A –4 193”03
6 京都産業大学 B –8 170”40

• Mクラス障害飛越競技 D （全 10選手）
1 仁部 泰夢 千優 関西大 –4 60”25
2 水谷 汐里 千龍 関西大 –4 68”58
3 中村 花梨 ゾディアック 同志社大 –10 80”04
4 松浦 晴妃 浪嵐 大阪府大 –12 73”72
5 吉川 郁人 龍駕 II 立命館大 –13 77”71

• 馬場馬術競技 A・I (S1課目馬場 2013)（全 4選手）[公認、表彰なし]

1 大井 千帆 龍景 立命館大 64.231%
2 齋藤 希美 R.ファインタイム 立命館大 63.846%
3 田原 まや 龍統 立命館大 63.205%
4 加月 拓弥 R.エーデルシュタイン 立命館大 59.167%

• 馬場馬術競技 A (S1課目馬場 2013)（全 9選手）
1 大井 千帆 龍景 立命館大 64.231%
2 齋藤 希美 R.ファインタイム 立命館大 63.846%
3 田原 まや 龍統 立命館大 63.205%
4 山畠 龍一郎 ヘヴンリィ 京産大 60.513%
5 加月 拓弥 R.エーデルシュタイン 立命館大 59.167%
6 菊地 富太 コルヴス III 京産大 58.782%

• 馬場馬術競技 B (L1課目馬場 2013)（全 12選手）
1 中村 花梨 ゾディアック 同志社大 58.333%
2 北井 のどか シェズ・ノア 同志社大 58.333%
3 幣内 結衣 クインターナ 同志社大 58.133%
4 中島 千都 キブリヤーウ 京都大 56.600%
5 永井 彩音 杉旭 大阪市大 55.900%
6 松浦 晴妃 宙浪 大阪府大 55.133%

＊ 1, 2位は規定による。

• 複合馬術競技（全 18選手）
1 山畠 龍一郎 ゴールドコースト 京産大 –31.7 (J –0, D –31.7)
2 福島 秀太 千翔 関西大 –35.7 (J –0, D –35.7)
3 小島 翔太 ジャリスコ アナヴァン 京産大 –36.5 (J –0, D –36.5)
4 長野 天祐 エキゾーストノート 同志社大 –37.1 (J –0, D –37.1)
5 吉川 郁人 龍蘭 立命館大 –37.5 (J –0, D –37.5)
6 森本 修平 龍弾 立命館大 –39.0 (J –0, D –39.0)
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• Mクラス障害飛越競技 C （全 20選手 (Open 1選手)）
1 山畠 龍一郎 アルファルド 京産大 –0 第二段階 33”92
2 荒川 将暉 千駿 関西大 –0 第二段階 34”07
3 長野 天祐 BIZザミーラ 同志社大 –0 第二段階 35”00
4 武道 芙紀 ゼレナ VDL 同志社大 –0 第二段階 35”67
5 仁部 泰夢 アドラブル・チャバリト 関西大 –0 第二段階 36”19
6 武道 芙紀 シロッコプラダ 同志社大 –4 第二段階 31”85

• Lクラス障害飛越競技 B （全 23選手 (Open 1選手)）
1 中沢 　壮 ビリーカート 関西大 –0 68”22
2 吉本 　愛 千秀 関西大 –0 70”98
3 水谷 汐里 千明 関西大 –1 73”89
4 荒川 真穂 千騅 関西大 –2 77”40
5 袖山 優芽 龍宮 立命館大 –2 78”06
6 奥村 加奈 瑞浪 大阪府大 –3 80”09

• 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 同志社大学 41点
3 京都産業大学 33点
4 立命館大学 33点
5 大阪府立大学 6点
6 京都大学 3点
7 大阪市立大学 2点

＊ 3, 4位は規定による。

4. 第 52回 関西学生新人馬術大会　　 2021年 7月 3, 4日　　於　三木ホースランドパーク

新型コロナウィルスの影響で開催時期を変更

• 新人馬場馬術競技 A班（全 14選手）
1 宮坂 彰穂 シェズ・ノア 同志社大 63.214%
2 尾崎 文香 ヘヴンリィ 京産大 62.381%
3 竹谷 　紘 ヘヴンリィ 京産大 62.381%
4 杉本 美乃 ヴァルゴ 京産大 62.024%
5 水口 日向 ルールプロスパー 同志社大 60.238%

＊ 2, 3位は規定による。

• 新人馬場馬術競技 B班（全 14選手）
1 植平 隆暉 メイサ 京産大 66.547%
2 荒川 智晴 ラインレグルス 京産大 64.762%
4 谷口 壱星 コルヴス III 京産大 62.143%
3 田中 愛麗 シャイニングライト 同志社大 60.476%
5 野上 今日子 杉詩 大阪市大 58.333%

• 馬場団体成績 （表彰は 3位まで）
1 京都産業大学 54点
2 同志社大学 43点
3 京都大学 27点
4 大阪市立大学 25点
5 大阪府立大学 19点

• 新人障害飛越競技 （全 18選手）
1 田中 愛麗 シャイニングライト 同志社大 –0 67”42
2 荒川 智晴 ラインレグルス 京産大 –2 78”14
3 橋本 紫音 浪嵐 大阪府大 –3 80”79
4 植平 隆暉 メイサ 京産大 –4 63”12
5 畑中 昌貴 杉詩 大阪市大 –4 67”58
6 谷口 壱星 フィクシス 京産大 –5 73”61
7 宮坂 彰穂 シェズ・ノア 同志社大 –5 75”44
8 杉本 美乃 フィクシス 京産大 –6 94”06
9 永江 夏葵 千歌 関西大 –7 83”30
10 尾崎 文香 ヴェラ 京産大 –8 58”24
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• 障害団体成績 （表彰は 3位まで）
1 京都産業大学 39点
2 同志社大学 29点
3 京都大学 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 京都産業大学 順位合計 2 93点
2 同志社大学 順位合計 4 72点
3 京都大学 順位合計 6 30点

5. 第 56回 関西学生賞典障害馬術大会　　 2021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 23選手）
1 山畠 龍一郎 アルファルド 京産大 –0, –0 41”95
2 武道 芙紀 シロッコプラダ 同志社大 –0, –4 32”23
3 永合 更良々 千香 関西大 –0, –8 35”31
4 福島 秀太 カリエーレ 関西大 –0, R
5 中村 信清 ゴールドガンダム 甲南大 –4 67”69
6 荒川 将暉 千駿 関西大 –4 69”34

• 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 –4
2 同志社大学 –13
3 京都産業大学 –16

4 立命館大学 –19

6. 第 56回 関西学生賞典馬場馬術大会　　 2021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 9選手）
1 田原 まや 龍統 立命館大 65.808%
2 齋藤 希美 R.ファインタイム 立命館大 65.538%
3 大井 千帆 龍景 立命館大 64.346%
4 山畠 龍一郎 ヘヴンリィ 京産大 61.308%
5 菊地 富太 コルヴス III 京産大 60.461%
6 杉本 美乃 サジッタ 京産大 58.769%

• 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 195.692%
2 京都産業大学 180.538%

7. 第 59回 関西学生馬術選手権大会　　 2021年 7月 17, 18日　　於　三木ホースランドパーク

• 選手権競技 （全 11選手）
1 森本 修平 立命館大
2 湊　 亮佑 京都大
3 山畠 龍一郎 京産大
4 大西 凌馬 神戸大
5 竹谷 　紘 京産大
6 菊地 富太 京産大　

8. 第 57回 関西学生馬術女子選手権大会　　 2021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 10選手）
1 永井 彩音 大阪市大
2 幣内 結衣 同志社大
3 大井 千帆 立命館大
4 井上 　心 京都大
5 小仲 優衣 京産大
6 井田 風花 関西大
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9. 第 64回 関西学生賞典総合馬術大会　　 2021年 10月 2, 3日　　於　三木ホースランドパーク

新型コロナウィルスの影響で開催時期を変更

• 学生賞典総合馬術競技 （全 21選手）
1 坂中 蓮実 龍瓔 立命館大 –34.3
2 吉川 郁人 龍蘭 立命館大 –34.7
3 荒川 将暉 千功 関西大 –34.9
4 福島 秀太 千翔 関西大 –35.4
5 森本 修平 龍弾 立命館大 –37.0
6 中村 優作 メイサ 京産大 –37.8

• 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 –106.0
2 関西大学 –116.7
3 京都産業大学 –130.0

4 関西学院大学 –154.1

10. 第 53回 関西学生自馬馬術大会　　 2021年 10月 2, 3日　　於　三木ホースランドパーク

新型コロナウィルスの影響で開催時期を変更
開催時は第 52回とされていたが、昨年の中止分を考慮し、後で第 53回に変更

• 馬場馬術競技 B (学生選手権馬場課目 2018)（全 13選手）
1 中園 さやか 月悠 関学大 60.614%
2 後藤 未佳 エキゾーストノート 同志社大 60.439%
3 守屋 　凛 月颯 関学大 59.474%
4 水口 日向 ルールプロスパー 同志社大 57.982%
5 増田 悠里 ルールプロスパー 同志社大 57.807%
6 長田 糸織 凌薫 神戸大 56.930%

• 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 尾崎 文香 ゴールドコースト 京産大 62.533%
2 谷口 壱星 ゴールドコースト 京産大 60.267%
3 岩田 　遼 凌薫 神戸大 58.667%
4 北井 のどか シェズ・ノア 同志社大 58.600%
5 山田 栞名 月颯 関学大 57.333%
6 山田 栞名 月輪 関学大 57.200%

• 馬場馬術競技 C (馬場馬術競技 A2課目 2013)（全 13選手）
1 岡本 深徳 月颯 関学大 63.214%
2 伊澤 美希 伊耶浪 大阪府大 59.881%
3 西村 颯司 月輪 関学大 58.214%
4 中坊 美穂 伊耶浪 大阪府大 57.738%
5 熊原 綾乃 アルフェラッツ 京産大 57.381%
6 藤原 明日香 杉詩 大阪市大 57.143%

• 障害飛越競技 B [110cm]（全 10選手 (Open 5選手)）
1 荒川 真穂 千騅 関西大 –8 68”39
2 中村 花梨 ゾディアック 同志社大 –14 92”10
3 黒川 まりあ 龍宮 立命館大 –18 77”38
4 中沢 　壮 千龍 関西大 –30 77”87

• 障害飛越競技 A [120cm]（全 4選手 (Open 2選手)）
全日本学生賞典障害馬術大会のクオリファイとして実施。
表彰及び自馬大会の団体ポイントなし。年間ポイント対象外。(これを障害 Aとしたため、
例年と異なり 110cmは障害 B、100cmは障害 C、90cmは障害 Dとして実施。)

• 障害飛越競技 C [100cm]（全 9選手 (Open 3選手)）
1 中園 さやか 月悠 関学大　 –0 68”24
2 井田 風花 千秀 関西大 –3 84”61
3 島村 空音 千騅 関西大 –4 71”71
4 荒川 智晴 フィクシス 京産大 –6 81”80
5 山田 栞名 月望 関学大 –10 95”67
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• 障害飛越競技 D [80cm]（全 20選手 (Open 3選手)）
1 吉本 　愛 千歌 関西大 –0 54”99
2 多田 遊生 浪嵐 大阪府大 –0 55”93
3 橋本 紫音 浪嵐 大阪府大 –0 58”32
4 永江 夏葵 千歌 関西大 –0 59”44
5 濱田 結珠貴 杉艇 大阪市大 –0 62”65
6 八十 巧海 宙浪 大阪府大 –0 64”94

• ジムカーナ競技（全 20選手 (Open 2選手)）
1 佐藤 瑞菜 京皐月 京都大 69”77 (-2”23)
2 瀧本 　響 アルフェラッツ 京産大 74”53 (+2”53)
3 勝　 千紘 シェズ・ノア 同志社大 69”10 (-2”90)
4 通山 大史 京皐月 京都大 75”93 (+3”93)
5 石井 彩華 秋桜 京都大 76”09 (+4”09)
6 山内 那拓 カリーナ 京産大 76”11 (+4”11)
7 武田 菜々子 トルバドゥール 京都大 76”16 (+4”16)
8 草川 征稜 秋桜 京都大 67”25 (-4”75)
9 木村 啓亮 京皐月 京都大 78”05 (+6”05)
10 硯　 大樹 千王 関西大 78”17 (-6”17)

＊ 規定時間 72秒に近い選手が上位で、同タイム差では早いものが上位

• 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 37.5点
2 関西大学 33.0点
3 同志社大学 26.0点
4 京都産業大学 19.0点
5 大阪府立大学 11.0点
6 神戸大学 8.0点
7 立命館大学 6.5点
8 京都大学 4.0点
9 大阪市立大学 3.0点

11. 第 1回 関西学生レースホースカップ　　 2021年 10月 3日　　於　三木ホースランドパーク

新型コロナウィルスの影響で開催時期を変更

• レースホースカップ競技 （全 3選手）
1 井田 風花 千秀 関西大 –3
2 島村 空音 千騅 関西大 –4

＊ 第 53回 関西学生自馬馬術大会の障害飛越競技 Cに併催。

12. 第 42回 学生馬術東西対抗競技会　　於　関東地区

新型コロナウィルスの影響で開催を中止
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3 令和3年度表彰
1. 優秀団体

1 京都産業大学 48.5P
2 関西大学 47.5P
3 立命館大学 39P

2. 三大大会優秀団体
1 立命館大学　 26P

3. 優秀選手
1 山畠 龍一郎 京産大 70.5P
2 大井 千帆 立命館大 35P
3 福島 秀太 関西大 32P
4 田原 まや 立命館大 28P
5 荒川 将暉 関西大 27.5P
5 齋藤 希美 立命館大 27.5P
5 武道 芙紀 同志社大 27.5P
8 森本 修平 立命館大 26P
9 中村 花梨 同志社大 25P
10 吉川 郁人 立命館大 22.5P

4. 優秀馬匹
1 ゴールドコースト 京産大 30.5P
2 アルファルド 京産大 30P
3 龍統 立命館大 28P
4 R.ファインタイム 立命館大 27.5P
5 龍景 立命館大 27P
6 ゾディアック 同志社大 25P

5. 特別賞 (関西学生馬術連盟から派遣された競技会で活躍)

(個人)
武道 芙紀 同志社大 第 71回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　 2位入賞　乗馬: シロッコプラダ
森本 修平 立命館大 第 71回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　 7位入賞　乗馬: 龍冥

第 93回 全日本学生馬術選手権大会　　　　 2位入賞
坂中 蓮実 立命館大 第 71回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　 8位入賞　乗馬: 龍晨
布村 　翼 関西大 第 71回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　 9位入賞　乗馬: フリーゾ
荒川 将暉 関西大 第 71回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　 13位入賞 乗馬: 千駿

第 64回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 18位入賞 乗馬: 千功
菊地 富太 京産大 第 71回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　 17位入賞 乗馬: トオノ・パトラッシュ

第 64回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 15位入賞 乗馬: ラインレグルス
第 93回 全日本学生馬術選手権大会　　　　 7位入賞

大井 千帆 立命館大 第 64回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　 3位入賞　乗馬: 龍景
第 57回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 2位入賞

齋藤 希美 立命館大 第 64回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　 6位入賞　乗馬: R.ファインタイム
田原 まや 立命館大 第 64回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　 8位入賞　乗馬: 龍統
吉川 郁人 立命館大 第 64回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　 8位入賞　乗馬: 龍蘭
佐々木 玲雄 関学大 第 64回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 9位入賞　乗馬: 月飛鳥
福島 秀太 関西大 第 64回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 10位入賞 乗馬: 千翔
山畠 龍一郎 京産大 第 64回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　 13位入賞 乗馬: ブルーアース

(団体)
立命館大学 第 71回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　団体 2位

第 64回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　団体 2位
令和 3年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　 2位

京都産業大学 第 64回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　団体 2位
令和 3年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　 5位

関西大学 第 71回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　団体 3位
第 64回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　団体 3位
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6. 特別賞 (日本馬術連盟から日本代表選手として出場した国際競技会で活躍)

佐渡 一毅 日本中央競馬会 (京産大馬術部卒) 東京オリンピック 2020出場

7. 功労賞
長野 天祐 同志社大 令和 3年度副幹事長・令和 3年度競技委員
時枝 菜々子 神戸大 令和 3年度副幹事長・令和 3年度総務委員
岡本 峻平 関西大 令和 3年度副幹事長・令和 3年度記録委員・令和 3年度獣医委員
幣内 結衣 同志社大 令和 3年度女子幹事長・令和 3年度審判委員
井上 　心 京都大 令和 3年度スチュワード委員
田中 知葉 京都大 令和 3年度財務委員
黒川 まりあ 立命館大 令和 3年度競技委員
湊　 亮佑 京都大 令和 3年度記録委員
佐竹 珠希 大阪市大 令和 3年度放送委員・令和 3年度書記委員

8. 功労馬
浪嵐 大阪府大
ヘヴンリィ 京産大
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