
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 浪　司 ビュークイン チェスナットゴールド ピスケス パレスロック ヴェスタ

（大阪府大） （京産大） （同志社大） （京産大） （同志社大） （京産大）

1988 浪　司 月　碧 フィールドマスター 浪　翼 チェスナットゴールド

（大阪府大） （関学大） （関学大） （大阪府大） （同志社大）

1989 ベラクルス 浪　翼 リブラ フリースタイル  

（京産大） （大阪府大） （京産大） （京都大）  

1990 リブラ 千　駿 浪　姫 千　翔 ビュークイン 碧　浪 インビテーション

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

1991 夕　浪 浪隼人 リブラ 月　駒 浪　嵐 浪　翼

（大阪府大） （大阪府大） （京産大） （関学大） （大阪府大） （大阪府大）

1992 夕　浪 ベラクルス サギタリウス 千　駿 リブラ フライデーフォックス マーシーウェッジ

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

1993 ライムライト リブラ 浪　颯 浪　嵐 浪隼人 千　秀 　

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

1994 月　晃 夕　浪 浪　司 リブラ 第三千翔 サギタリウス

（関学大） （大阪府大） （大阪府大） （京産大） （関西大） （京産大）

1995 夕　浪 ヴェスパ 静　浪 第三千翔 浪　治 フォルナックス

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

1996 月　剣 浪隼人 浪　剣 ハナジロー 孝　甲 リブラ 　

（関学大） （大阪府大） （大阪府大） （京都大） （甲南大） （京産大） 　

1997 FOX II 月　剣 凌　峰 アポイリージ 浪隼人 ルドラ

（関西大） （関学大） （神戸大） （京都大） （大阪府大） （立命館大）

1998 月　湖 ロックフォール 月　雪 千　駿 サザンクロス キムバリー 　

（関学大） （同志社大） （関学大） （関西大） （京産大） （同志社大） 　

1999 月　雫 月　皚 マイネクライネ 月　誉 浪吹雪 エフェクト 　

（関学大） （関学大） （関西大） （関学大） （大阪府大） （立命館大） 　

2000 月　雪 マイネクライネ リゲル 浪吹雪 月　翼 ファビアン

（関学大） （関西大） （京産大） （大阪府大） （関学大） （立命館大）

2001 月　湖 月乃雫 ヴェルダンディ カールー アポロキッド シェアト

（関学大） （関学大） （京産大） （同志社大） （同志社大） （京産大）

2002 月乃雫 月　緑 月　湖 シルバープラネット ミルクディッパー 月　翼

（関学大） （関学大） （関学大） （同志社大） （京産大） （関学大）

2003 月母衣 シルバープラネット ミルクディッパー 月　緑 サクラキリフダ アバンタージュ 月　湖

（関学大） （同志社大） （京産大） （関学大） （関西大） （近畿大） （関学大）

2004 ジャスコテティ 月　緑 月母衣 ヴェルダンディ ミッドナイトブルー 月　峰 月　翼

（大阪体大） （関学大） （関学大） （京産大） （国際大） （関学大） （関学大）

2005 月　緑 月乃雫 シルバープラネット 月　峰 祇　園 月　翼

（関学大） （関学大） （同志社大） （関学大） （立命館大） （関学大）

2006 月　翼 月　皚 バーデン・バーデン ベルナデッタ 千　姫 月　峰

（関学大） （関学大） （関西大） （関西大） （関西大） （関学大）
2007 シルバープラネット 千　龍 鴨　川 月　夢 ジーオー・ギャラン トムボーラ プログレス

（同志社大） （関西大） （立命館大） （関学大） （大阪体大） （同志社大） （関西大）
2008 月　夢 シルバープラネット 千　蘭 月　嵐 バーデン・バーデン ミルクディッパー

（関学大） （同志社大） （関西大） （関学大） （関西大） （京産大）
2009 月　汐 月　夢 千富士 バーデン・バーデン 月　陽 月　駒 龍　舞

（関学大） （関学大） （関西大） （関西大） （関学大） （関学大） （立命館大）
2010 月　峰 月　夢 月　嵐 月　翼 トムボーラ ビットオブラック 龍　舞

（関学大） （関学大） （関学大） （関学大） （同志社大） （関西大） （立命館大）
2011 龍　舞 月　峰 マジョラムII 龍　伯 バーデン・バーデン ピトロリーナ

（立命館大） （関学大） （関西大） （立命館大） （関西大） （関西大）
2012 龍　伯 龍　舞 月　響 オマージュ セイル・ノルベルト ブライトタイム

（立命館大） （立命館大） （関学大） （関西大） （関西大） （立命館大）
2013 月　雅 バーデン・バーデン ピトロリーナ 千　蘭 トムボーラ ジャリスコ アナヴァン 龍　踊

（関学大） （関西大） （関西大） （関西大） （同志社大） （京産大） （立命館大）
2014 バーデン・バーデン ジャリスコ アナヴァン ヴェントリー 月若葉 オマージュ ヴァルゴ

（関西大） （京産大） （同志社大） （関学大） （関西大） （京産大）
2015 バーデン・バーデン マーキュリー キャットウィーズルB 千　功 Cセリカ ジペット・ディ・グラル

（関西大） （京産大） （関西大） （関西大） （同志社大） （同志社大）
2016 フローズンダイヤモンド コンエアー ラタミールトーマ 龍　輝 エキゾーストノート 龍　旺

（甲南大） （同志社大） （同志社大） （立命館大） （同志社大） （立命館大）
2017 千　駿 龍　舞 ジャック・スパロウ 月　颯 マーキュリー ジアース

（関西大） （立命館大） （同志社大） （関学大） （京産大） （京産大）
2018 龍　咲 龍　航 カリエーレ 龍　舞 BIZザミーラ 龍　景

（立命館大） （立命館大） （関西大） （立命館大） （同志社大） （立命館大）
2019 カリエーレ 龍　航 シロッコプラダ 龍　舞 龍　景 千　駿

（関西大） （立命館大） （同志社大） （立命館大） （立命館大） （関西大）
2020 月　望 カリエーレ 千　駿 S.ベロニカ メイサ R.ファインタイム

（関学大） （関西大） （関西大） （関西大） （京産大） （立命館大）
2021 ゴールドコースト アルファルド 龍　統 R.ファインタイム 龍　景 ゾディアック

（京産大） （京産大） （立命館大） （立命館大） （立命館大） （同志社大）

＊ 同順位の場合は大学50音順で記載。

関西学生馬術連盟　優秀馬匹


