
年度 最優秀 優秀2位 優秀3位 優秀4位 優秀5位 優秀6位

1987 大久保 龍志 元木 　 勲 桝井 しのぶ 太田 浩二 小原 裕三 白木 正康

（京産大・4） （同志社大・4） （同志社大・2） （立命館大・4） （大阪府大・3） （大阪府大・4）

1988 田所 　 恵 中根 　 章 内門 陽司 丸山 知文 吉川 尚夫

（関学大・4） （京産大・3） （京産大・3） （大阪府大・4） （京産大・3）

1989 中根 　 章 松原 英臣 奥田 　 徹 砂野 耕三 吉川 尚夫

（京産大・4） （京産大・4） （関学大・3） （大阪府大・3） （京産大・4）

1990 片岡 彩子 砂野 耕三 奥田 昌治 船橋 卓三 尾川 政輝 宮部 晃秀

（京産大・4） （大阪府大・4） （関西大・4） （京産大・4） （京産大・4） （京産大・4）

1991 山田 理大 山野上 公叙 北川 力志 西岡 　 真 山田 至誠 森谷 祥司

（大阪府大・4） （関学大・4） （京産大・3） （大阪府大・4） （関西大・3） （立命館大・3）

1992 北川 力志 山田 至誠 岡本 香織 上田 ヨセフ 岩重 　 洋 横山 龍治 上村 利幸

（京産大・4） （関西大・4） （京産大・4） （関西大・4） （大阪府大・3） （同志社大・4） （同志社大・2）

1993 福田 洋志 山田 勝史 古川 慎二 岩重 　 洋 渡辺 亮介 福海 さやか 内藤 理絵

（大阪府大・4） （大阪府大・3） （京産大・4） （大阪府大・4） （京産大・4） （関西大・1） （京産大・4）

1994 鈴木 孝章 福永 英一 井上 泰平 市丸 善一 新子 真正 黒坂 　 剛

（京産大・4） （関学大・4） （京産大・4） （京産大・3） （関学大・2） （大阪府大・3）

1995 高岸 多喜二 新子 真正 黒坂 　 剛 市丸 善一 鹿屋 信一 勝部 邦大

（関西大・3） （関学大・3） （大阪府大・4） （京産大・4） （京産大・4） （関西大・3）

1996 井上 智之 天辰 健一 高岸 多喜二 香川 　 穣 太田 　 覚 中山 義宣 中島 禎典

（関学大・2） （大阪府大・4） （関西大・4） （京都大・4） （大阪府大・4） （関西大・4） （京都大・4）

1997 高岸 多喜二 井上 智之 浜口 久美代 赤田 知章 鈴木 一徳 安部 洋一

（関西大・5） （関学大・3） （京産大・4） （立命館大・4） （関学大・3） （神戸大・4）

1998 井上 智之 羽山 聡美 荒川 智昭 吉田 心一 横山 篤史 坪 　 肖旗 桜井 佳子

（関学大・4） （同志社大・1） （関西大・4） （関学大・4） （京産大・3） （同志社大・4） （立命館大・4）

1999 谷野 雅憲 中園 和志 森 　 信太郎 小塩 涼子 木村 元則 芦刈 創一 横山 篤史

（関学大・1） （関学大・4） （大阪府大・4） （立命館大・4） （立命館大・3） （関西大・3） （京産大・4）

2000 島 　 孝之 島 　 秀佳 谷野 雅憲 芦刈 創一 伊藤 智樹 渡邊 隆弘

（京産大・4） （関学大・5） （関学大・2） （関西大・4） （大阪府大・4） （関学大・4）

2001 谷野 雅憲 吉田 　 敏 下山 こずえ 平岡 伊万里 小原 　 絹 手島 康二朗

（関学大・3） （京産大・4） （関学大・4） （京産大・4） （同志社大・4） （関学大・4）

2002 谷野 雅憲 藤山 篤志 岩本 隆行 菅野 直樹 藤野 裕道 山守 慎二 岩本 真行

（関学大・4） （同志社大・3） （関学大・1） （京産大・3） （同志社大・4） （関西大・4） （京都大・4）

2003 藤山 篤志 岩本 隆行 菅野 直樹 牧内 　 恵 杉田 悠太 謝 　 東暁

（同志社大・4） （関学大・2） （京産大・4） （京産大・4） （関学大・2） （近畿大・4）

2004 岩本 隆行 平原 枝里香 谷野　　豊 水谷 寛子 今橋 和也 三山　　一

（関学大・3） （大阪体大・1） （国際大・2） （関学大・3） （京産大・3） （京産大・4）

2005 岩本 隆行 森田　　優 平原 枝里香 熊倉 健司 大竹 弘晃 森迫 光介 佐渡 一毅 畑岡 優佑

（関学大・4） （関学大・3） （大阪体大・2） （関学大・2） （関西大・2） （京産大・4） （京産大・3） （甲南大・3）

2006 森田　　優 野島　　梓 大竹 弘晃 荻原 麻里 平原 枝里香 畑岡 優佑

（関学大・4） （甲南大・3） （関西大・3） （関西大・1） （大阪体大・3） （甲南大・4）

関西学生馬術連盟　優秀選手



年度 最優秀 優秀2位 優秀3位 優秀4位 優秀5位 優秀6位
2007 平原 枝里香 有吉　　隆 中谷 彩夏 藤熊 志保 八木 紘子 松田 有加

（大阪体大・4） （関西大・1） （関西大・3） （同志社大・3） （立命館大・3） （関学大・1）
2008 中谷 彩夏 三木 翔一朗 藤熊 志保 松田 有加 片山 　篤 有吉　　隆

（関西大・4） （関学大・1） （同志社大・4） （関学大・2） （関西大・4） （関西大・2）
2009 古峨 淳明 稲川 慧悟 有吉　　隆 三木 翔一朗 柴原 将平 西脇 万美子

（関学大・4） （立命館大・4） （関西大・3） （関学大・2） （関西大・4） （関学大・4）
2010 三木 翔一朗 西野 晃司 松波 智香 谷脇 恭平 松田 有加 萬浪 至甫

（関学大・3） （関学大・4） （同志社大・3） （関西大・2） （関学大・4） （関西大・1）
2011 三木 翔一朗 萩原 理裕 谷脇 恭平 下谷田　駿 萬浪 至甫 加山 裕章

（関学大・4） （立命館大・3） （関西大・3） （立命館大・3） （関西大・2） （関西大・2）
2012 萩原 理裕 加山 裕章 下谷田　駿 小関 ひかり 山田 晃嗣 豊永 千帆

（立命館大・4） （関西大・3） （立命館大・4） （関西大・3） （関西大・2） （関西大・4）

年度 最優秀 優秀2位 優秀3位 優秀4位 優秀5位 優秀6位 優秀7位 優秀8位 優秀9位 優秀10位
2013 小関 ひかり 宇賀神 沙夜 吉井 崇師 高島　　香 山田 晃嗣 加山 裕章 古川 秀太 品川 皇王 萬浪 至甫 澤村 拓哉

（関西大・4） （立命館大・4） （甲南大・3） （立命館大・3） （関西大・3） （関西大・4） （関学大・4） （同志社大・2） （関西大・4） （京産大・4）
2014 黒川 ウェリントン 力 品川 皇王 福留 健志 林　　貴秋 住岡　　崇 高島　　香 桐原　　智 小林 祐也 丹羽 れい 多林　　晃

（関西大・2） （同志社大・3） （関西大・1） （大阪府大・4） （同志社大・3） （立命館大・4） （京産大・4） （関学大・4） （立命館大・1） （関学大・3）
2015 川上 優理子 稲川 希生 品川 皇王 松水 優斗 丹羽 れい 黒川 ウェリントン 力 原　　名月 山下 百合子 住岡　　崇 稲葉 理佐

（京産大・4） （関学大・4） （同志社大・4） （関西大・1） （立命館大・2） （関西大・3） （関西大・2） （立命館大・3） （同志社大・4） （同志社大・4）
2016 山下 百合子 杉本 葵生 菱田　　遥 安田 公翼 黒川 ウェリントン 力 丹羽 れい 吉川 京太 石田 奈美恵 鶴見 侑大 福留 健志 田中 一希

（立命館大・4） （同志社大・2） （立命館大・3） （甲南大・2） （関西大・4） （立命館大・3） （同志社大・4） （京産大・3） （京都大・4） （関西大・3） （同志社大・3）
2017 縄田 雄飛 石田 奈美恵 松水 優斗 薬師 うい 荒木 梨花 福留 健志 前野 友香 石丸 千愛季 小藪 かおり 岡林 蘭丸

（同志社大・3） （京産大・4） （関西大・3） （立命館大・1） （同志社大・3） （関西大・4） （京産大・4） （京産大・3） （甲南大・4） （立命館大・3）
2018 薬師 うい 中村 大樹 岡林 蘭丸 河野 雄大 荒木 梨花 縄田 雄飛 城戸 優希 三村 勇人 田中 　蒼 伊達 潤一

（立命館大・2） （関西大・3） （立命館大・4） （京産大・3） （同志社大・4） （同志社大・4） （立命館大・2） （京産大・3） （同志社大・2） （立命館大・4）
2019 中村 大樹 薬師 うい 武道 芙紀 城戸 優希 長沼 隆史 永合 更良々 福島 秀太 三村 勇人 山畠 龍一郎 河野 雄大 斎藤 希美

（関西大・4） （立命館大・3） （同志社大・1） （立命館大・3） （甲南大・2） （関西大・1） （関西大・2） （京産大・4） （京産大・2） （京産大・4） （立命館大・1）
2020 福島 秀太 菊地 富太 山内 海優 薬師 うい 藤井　　恵 山畠 龍一郎 濱田 朋希 岩下 直斗 西田 空花 江藤 　駿 山田 栞名

（関西大・3） （京産大・3） （京産大・3） （立命館大・4） （大阪府大・4） （京産大・3） （神戸大・4） （京産大・4） （関西大・4） （関西大・4） （関学大・3）
2021 山畠 龍一郎 大井 千帆 福島 秀太 田原 まや 荒川 将暉 武道 芙紀 斎藤 希美 森本 修平 中村 花梨 吉川 郁人

（京産大・4） （立命館大・3） （関西大・4） （立命館大・1） （関西大・3） （同志社大・3） （立命館大・3） （立命館大・4） （同志社大・3） （立命館大・3）

＊ 同順位の場合は大学50音、学年、氏名50音の順で記載。
＊ 表彰対象は2012年度まで6人、2013年度より10人。


