
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

1988 山口 有紀 柳本 淳子 中井 禎子 関 　 香里 若狭 純子 渡瀬 庸子

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

1988 中井 禎子 桝井 しのぶ 片岡 彩子 樋上 敦子  

（関学大・4） （同志社大・3） （京産大・2） （大阪府大・3）  

1989 片岡 彩子 長尾 由紀子 和田 あづみ 桝井 しのぶ  

（京産大・3） （大阪府大・3） （大阪府大・3） （同志社大・4）  

1990 馬場 直美 片岡 彩子 岡本 香織 石倉 幹子 花水 裕子 長尾 由紀子

（同志社大・4） （京産大・4） （京産大・2） （京都大・4） （京産大・4） （大阪府大・4）

1991 後藤 あかね 岡本 香織 本宮 範子 林　 紀久子 津川 直美 徳山 佳美

（大阪府大・4） （京産大・3） （京産大・3） （神女大・4） （大阪府大・3） （大阪府大・3）

1992 徳山 佳美 岡本 香織 本宮 範子 花水 裕子 津川 直美 内藤 理絵

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

1993 内藤 理絵 筒井 真子 真鍋 美加 上総 洋子 酒井 美希 宮崎 和音

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

1994 山田 秀美 酒井 美希 井上 智才代 北村 以津子 新岡 里美 立花 姿緒

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

1995 松山 淳子 井上 智才代 平山 信恵 三宮 加代 武内 陽子 大泉 智子 三木 千恵子 宮武 知子 山田 京子

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

1996 松山 淳子 平山 信恵 高井 美保子 本多 倫子 岡田 奈津子 三木 千恵子 本城 英恵 岡田 　 綾 佐藤 裕見子 野村 奈津子 宇野 　 綾

（京産大・4） （大阪府大・4） （甲南大・4） （神戸大・4） （京産大・3） （大阪府大・4） （大阪府大・3） （大阪府大・2） （関学大・3） （甲南大・4） （神女大・4）

1997 酒井 はるか 本城 英恵 岡田 奈津子 岸本 真由美 佐藤 裕見子 吉村 亜季子 安部 智美

（京産大・3） （大阪府大・4） （京産大・4） （関学大・4） （関学大・4） （甲南大・3） （立命館大・3）

1998 岡田 　綾 石井 彩子 鷲尾 加奈子 立花 　 直 酒井 はるか 藤居 彩子 下山 こずえ 佐武 紀子

（大阪府大・4） （京都大・4） （京産大・4） （京産大・4） （京産大・4） （大阪府大・4） （関学大・１） （京都大・4）

1999 北川 美和 下山 こずえ 小塩 涼子 上野 まりこ 壇浦 正子 佐々木 亜沙子 富坂 恵美 衣袋 亜矢子

（京産大・3） （関学大・2） （立命館大・4） （京都大・3） （神戸大・4） （神戸大・4） （神戸大・4） （立命館大・3）

2000 下山 こずえ 平岡 伊万里 北川 美和 高田 理恵 衣袋 亜矢子 岡本 あずみ

（関学大・3） （京産大・3） （京産大・4） （関西大・3） （立命館大・4） （立命館大・2）

2001 下山 こずえ 平岡 伊万里 沖野 仁美 中出 宏美 　 　

（関学大・4） （京産大・4） （関学大・4） （神戸大・3） 　 　

2002 牧内 　 恵 水谷 寛子 東保 しょう子 　 　

（京産大・3） （関学大・1） （京都大・3） 　 　

2003 水谷 寛子 牧内 　 恵 今林 礼子 　 　

（関学大・2） （京産大・4） （関西大・4） 　 　

2004 平原 枝里香 野島　　梓 三上 志乃 　 　

（大阪体大・1） （甲南大・1） （同志社大・2） 　 　

2005 森田　　優 泉川 奈美 水谷 寛子 　 　

（関学大・3） （関西大・3） （関学大・4） 　 　

2006 森田　　優 平原 枝里香 荻原 麻里 藤熊 志保 　 　

（関学大・4） （大阪体大・3） （関西大・1） （同志社大・2） 　 　

関西学生馬術連盟　優秀女子選手



年度 最優秀 優秀2位 優秀3位

2007 平原 枝里香 西脇 万美子 中谷 彩夏 樋口 理恵

（大阪体大・4） （関学大・2） （関西大・3） （京産大・3）

2008 西脇 万美子 中谷 彩夏 松田 有加

（関学大・3） （関西大・4） （関学大・2）

2009 西脇 万美子 松田 有加 水野 亜優美

（関学大・4） （関学大・3） （大阪府大・4）

2010 宇賀神 沙夜 松波 智香 西尾　　梓　 松田 有加

（立命館大・1） （同志社大・3） （関西大・4） （関学大・4）

2011 伊藤 友乃 宇賀神 沙夜 会田 麻央 高島　　香

（関西大・3） （立命館大・2） （関西大・3） （立命館大・1）

2012 宇賀神 沙夜 光橋 栄佳 高島　　香

（立命館大・3） （立命館大・4） （立命館大・2）
 

＊ 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2000年度まで6人、2001年度より3人。
＊ 2013年度に優秀女子選手表彰は廃止。


