
　 　 　

年度 区分 選　手　名 （所属・学年） 選　　考　　理　　由

1988 個人 藤原 英昭 （同志社大・4） 第24回 全日本学生馬術選手権大会          2位

　 　 第38回 全日本学生障害飛越競技会　        3位　乗馬: インカ

内門 陽司 （京産大・3） 1988 W.S.N.C. メンバー

片岡 彩子 （京産大・2） 第24回 全日本学生馬術女子選手権大会　  2位

団体 同志社大学  第38回 全日本学生障害飛越競技会　        団体3位

1989 個人 内門 陽司 （京産大・4） 第39回 全日本学生障害飛越競技会　        7位　乗馬: ダッシュ

桝井 しのぶ （同志社大・4） 第25回 全日本学生馬術女子選手権大会　  1位

  1989 NATION'S CUP 馬場馬術競技         　2位

松原 英臣 （京産大・4） 第41回 全日本馬場馬術大会  ジュニア団体馬場馬術競技　9位　乗馬: サギタリウス

吉川 尚夫 （京産大・4） 第41回 全日本馬場馬術大会  ジュニア団体馬場馬術競技　10位　乗馬: ライスライスクラブ

片岡 彩子 （京産大・3） 第25回 全日本学生馬術女子選手権大会　   2位

1990 個人 片岡 彩子 （京産大・4） 第33回 全日本学生馬場馬術競技大会　2位　乗馬: リブラ

  第26回 全日本学生馬術女子選手権大会   　4位

1991 個人 小島 健司 （同志社大・4） 第41回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　3位　乗馬: ル・メキシコ

上村 利幸 （同志社大・1） 第41回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　4位　乗馬: セントイーグル

山田 理大 （大阪府大・4） 第41回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　9位　乗馬: 浪隼人

尾川 政輝 （京産大・4） 第34回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会  10位　乗馬: サギタリウス

1992 個人 本宮 範子 （京産大・4） 第35回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　10位　乗馬: リブラ

水谷　　賢 （立命館大・3） 第35回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　11位　乗馬: 大文字

中村 庸一郎 （同志社大・4） 第42回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　2位　乗馬: インカ

上村 利幸 （同志社大・2） 第42回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　4位　乗馬: セントイーグル

横山 龍治 （同志社大・4） 第42回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　8位　乗馬: ウィナー

佐藤　　修 （大阪府大・4） 第42回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　11位　乗馬: 浪隼人

山田 至誠 （関西大・4） 第42回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　12位　乗馬: 千嵐

北川 力志 （京産大・4） 平成4年度 全日本学生優秀選手                7位

団体 京都産業大学　 平成4年度 全日本学生馬術競技大会　3種目総合5位

第42回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体5位

第35回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　団体4位

平成4年度 全日本学生優秀校　4位

同志社大学 　 第42回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体1位

平成4年度 全日本学生優秀校　8位

関西大学 　 第42回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体6位

大阪府立大学　 第42回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体8位

馬匹 インカ （同志社大） 平成4年度 全日本学生優秀馬匹　8位

セントイーグル（同志社大） 平成4年度 全日本学生優秀馬匹　15位

1993 個人 古川 慎二 （京産大・4） 第65回 全日本学生馬術選手権大会　         8位

内藤 理絵 （京産大・4） 第36回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　10位　乗馬: リブラ

上村 利幸 （同志社大・3） 第43回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　2位　乗馬: セントイーグル

1994 個人 井上 智才代 （京産大・3） 第30回 全日本学生馬術女子選手権大会   　6位

上村 利幸 （同志社大・4） 第44回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　1位　 乗馬: セントイーグル

鈴木 孝章 （京産大・4） 第44回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　11位　乗馬: シリウス

山田 勝史 （大阪府大・4） 第44回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　15位　乗馬: 浪隼人

井上 泰平 （京産大・4） 第44回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　24位　乗馬: ゴールドスター

1995 個人 井上 智才代 （京産大・4） 第31回 全日本学生馬術女子選手権大会　   1位

　 　 三宮 加代 （京産大・3） 第31回 全日本学生馬術女子選手権大会　   6位

　 　 市丸 善一 （京産大・4） 第67回 全日本学生馬術選手権大会         　7位

刈谷 昌子 （同志社大・3） 第45回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　2位　乗馬: モーニングサイド

澤井 靖子 （同志社大・4） 第45回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　10位　乗馬: アウトオブザブルー

団体 同志社大学 　 第45回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体2位

1996 個人 太田　　覚 （大阪府大・4） 第46回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　5位　乗馬: 浪隼人

刈谷 昌子 （同志社大・4） 第46回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　14位　乗馬: モーニングサイド

高岸 多喜二 （関西大・4） 第46回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　16位　乗馬: FOX II

　 　 新子 真正 （関学大・4） 第68回 全日本学生馬術選手権大会         　7位

　 　 本多 倫子 （神戸大・4） 第32回 全日本学生馬術女子選手権大会　   8位

団体 京都産業大学 第39回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　団体4位

　 関西大学  第39回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　団体6位

1997 個人 岡田 奈津子 （京産大・4） 第40回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　10位　乗馬: ドン・ホセ

　 　 酒井 はるか （京産大・3） 第32回 全日本学生馬術女子選手権大会　   7位

団体 京都産業大学 第40回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　団体5位

1998 個人 井上 智之 （関学大・4） 第70回 全日本学生馬術選手権大会　         5位

酒井 はるか （京産大・4） 第34回 全日本学生馬術女子選手権大会　   5位

関西学生馬術連盟　特別賞



年度 区分 選　手　名 （所属・学年） 選　　考　　理　　由

1999 個人 倉岡 英司 （京産大・3） 第49回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　10位　乗馬: シリウスIII

島　　秀佳 （関学大・4） 第49回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　14位　乗馬: 月雪

鈴木 幸之助 （京都大・4） 第49回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　18位　乗馬: ハナジロー

中園 和志 （関学大・4） 第49回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　19位　乗馬: 月誉

角森 一馬 （京産大・4） 第49回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　24位　乗馬: フォマルハウト

小塩 涼子 （立命館大･4） 第42回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　10位　乗馬: エフェクト

芦刈 創一 （関西大・3） 第42回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　16位　乗馬: マイネクライネ

羽山 聡美 （同志社大･2） 第35回 全日本学生馬術女子選手権大会　   4位

木村 元則 （立命館大･3） 第71回 全日本学生馬術選手権大会         　8位

団体 京都産業大学 第49回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体5位

　 関西学院大学 第42回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　団体6位

2000 個人 岡田　　大 （天理大・5） 第50回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　3位　乗馬: 天麗

伊藤 智樹 （大阪府大・4） 第50回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　10位　乗馬: 浪吹雪

渡邊 隆弘 （関学大・4） 第50回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　16位　乗馬: 月誉

田中 伸幸 （立命館大・4） 第50回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　21位　乗馬: ルドラ

北川 美和 （京産大・4） 第50回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　24位　乗馬: フォマルハウト

  第36回 全日本学生馬術女子選手権大会　   2位

芦刈 創一 （関西大・4） 第43回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　7位　乗馬: マイネクライネ

谷野 雅憲 （関学大・2） 第43回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　16位　乗馬: 月翼

平岡 伊万里 （京産大・3） 第36回 全日本学生馬術女子選手権大会   　3位

団体 京都産業大学 第50回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体6位

　 立命館大学  第43回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　団体4位

　 関西大学  第43回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　団体6位

2001 個人 藤山 篤志 （同志社大・2） 第51回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　14位　乗馬: ウェスタンホーク

谷野 雅憲 （関学大・3） 第51回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　16位　乗馬: 月湖

  第44回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　16位　乗馬: 月翼

　 　 第73回 全日本学生馬術選手権大会         　5位

吉田　　敏 （京産大・4） 第51回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　19位　乗馬: フォマルハウト

小原　　絹 （同志社大・4） 第51回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　20位　乗馬: カールー

下山 こずえ （関学大・4） 第37回 全日本学生馬術女子選手権大会   　4位

平岡 伊万里 （京産大・4） 第37回 全日本学生馬術女子選手権大会   　8位

団体 同志社大学  第51回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体3位

2002 個人 藤山 篤志 （同志社大・3） 第52回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　3位　乗馬: シルバープラネット

菅野 直樹 （京産大・3） 第52回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　6位　乗馬: フォマルハウト

山田 雄士 （京産大・4） 第52回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　9位　乗馬: アクエリアス

谷野 雅憲 （関学大・4） 第52回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　14位　乗馬: 月湖

　 　 第74回 全日本学生馬術選手権大会         　6位

　 　 第5回　 世界大学馬術選手権大会　　　　　　 出場

岩本 隆行 （関学大・1） 第52回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　20位　乗馬: 月緑

中川　　力 （大阪府大・4） 第52回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　21位　乗馬: 津浪

団体 京都産業大学 第52回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体5位

同志社大学  第52回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体6位

2003 個人 岩本 隆行 （関学大・2） 第53回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　1位　乗馬: 月緑

第46回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　11位　乗馬: 月緑

謝　　東暁 （近畿大・4） 第53回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　5位　乗馬: アバンタージュ

藤山 篤志 （同志社大・4） 第53回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　10位　乗馬: シルバープラネット

三上 志乃 （同志社大・1） 第53回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　21位　乗馬: ラディアント

渡辺 竜一 （関学大・4） 第46回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　14位　乗馬: 月翼

団体 同志社大学  第53回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体3位

2004 個人 平原 枝里香 （大阪体大・1） 第54回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　1位　乗馬: ジャスコテティ

岩本 隆行 （関学大・3） 第54回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　9位　乗馬: 月緑

第47回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　13位　乗馬: 月緑

熊倉 健司 （関学大・1） 第54回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　11位　乗馬: 月峰

大竹 弘晃 （関西大・1） 第54回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　12位　乗馬: 千嵐

畑岡 優佑 （甲南大・2） 第54回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　23位　乗馬: 広甲

団体 関西学院大学 第54回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体4位

 第47回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　団体4位

関西大学  第54回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体6位



年度 区分 選　手　名 （所属・学年） 選　　考　　理　　由

2005 個人 大竹 弘晃 （関西大・2） 第55回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　2位　乗馬: 千嵐

片山　　篤 （関西大・1） 第55回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　11位　乗馬: アステリクス

岩本 隆行 （関学大・4） 第55回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　18位　乗馬: 月緑

森田　　優 （関学大・3） 第55回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　20位　乗馬: 月翼

  第41回 全日本学生馬術女子選手権大会　   8位

加藤 千晴 （国際大・3） 第48回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　16位　乗馬: マクビー

杉田 悠太 （関学大・4） 第55回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　24位　乗馬: 月雅

佐渡 一毅 （京産大・3） 第77回 全日本学生馬術選手権大会         　8位

野島　　梓 （甲南大・2） 第41回 全日本学生馬術女子選手権大会　   3位

団体 関西大学  第55回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体2位

関西学院大学 第55回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体6位

 第48回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　団体6位

2006 個人 平原 枝里香 （大阪体大・3） 第56回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　1位　乗馬: ジャスコテティ

第42回 全日本学生馬術女子選手権大会　   3位

荻原 麻里 （関西大・1） 第56回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　17位　乗馬: 千将

片山　　篤 （関西大・2） 第56回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　19位　乗馬: アステリクス

森田　　優 （関学大・4） 第49回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　18位　乗馬: 月皚

第49回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　18位　乗馬: 月緑

  第42回 全日本学生馬術女子選手権大会　   1位

佐渡 一毅 （京産大・4） 第78回 全日本学生馬術選手権大会         　7位

野島　　梓 （甲南大・3） 第42回 全日本学生馬術女子選手権大会　   8位

大竹 弘晃 （関西大・3） 第7回　 世界大学馬術選手権大会2006　　　　団体3位メンバー

団体 関西大学  第56回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体5位

関西学院大学 第49回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　団体6位

2007 個人 中谷 彩夏 （関西大・3） 第57回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　1位　乗馬: バーデン・バーデン

平原 枝里香 （大阪体大・4） 第57回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　3位　乗馬: ジャスコテティ

第43回 全日本学生馬術女子選手権大会　   7位

荻原 麻里 （関西大・2） 第57回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　4位　乗馬: ベルナデッタ

野島　　梓 （甲南大・4） 第57回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　7位　乗馬: セルサス・マチルダ

第43回 全日本学生馬術女子選手権大会　   3位

藤熊 志保 （同志社大・3） 第57回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　11位　乗馬: シルバープラネット

斉藤 正一郎 （関西大・3） 第57回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　12位　乗馬: 千富士

片山　　篤 （関西大・3） 第57回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　15位　乗馬: アステリクス

第50回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　14位　乗馬: ロワドゥヴォルドウ

藤原　　諒 （同志社大・3） 第57回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　16位　乗馬: トムボーラ

熊倉 健司 （関学大・4） 第57回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　23位　乗馬: 月緑

第50回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　6位　乗馬: 月緑

松田 有加 （関学大・1） 第50回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　6位　乗馬: 月夢

団体 関西大学  第57回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体1位

同志社大学  第57回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体5位

関西学院大学 第50回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　団体6位

2008 個人 中谷 彩夏 （関西大・4） 第58回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　4位　乗馬: バーデン・バーデン

第51回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　16位　乗馬: 千龍

第44回 全日本学生馬術女子選手権大会　   6位

藤熊 志保 （同志社大・4） 第58回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　7位　乗馬: シルバープラネット

第51回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　8位　乗馬: ジョシュア

三木 翔一朗 （関学大・1） 第58回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　8位　乗馬: 月緑

片山　　篤 （関西大・4） 第58回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　10位　乗馬: アステリクス

有吉　　隆 （関西大・2） 第51回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　10位　乗馬: ウッシィー

斉藤 正一郎 （関西大・4） 第58回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　12位　乗馬: 千富士

柴原 将平 （関西大・3） 第58回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　15位　乗馬: 千駿

横江 拓人 （大阪市大・4） 第58回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　22位　乗馬: 杉翼

団体 関西大学  第58回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体1位

第51回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　団体5位



年度 区分 選　手　名 （所属・学年） 選　　考　　理　　由

2009 個人 萩原 理裕 （立命館大・1） 第59回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　4位　乗馬: ブライトタイム

西尾　　梓 （関西大・3） 第59回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　6位　乗馬: 千富士

谷脇 恭平 （関西大・1） 第59回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　10位　乗馬: バーデン・バーデン

豊永 千帆 （関西大・1） 第59回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　12位　乗馬: セイル・ノルベルト

会田 麻央 （関西大・1） 第59回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　15位　乗馬: ビットオブラック

西脇 万美子 （関学大・4） 第59回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　17位　乗馬: 月陽

稲川 慧悟 （関西大・4） 第59回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　21位　乗馬: 翔如

三木 翔一朗 （関学大・2） 第59回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　22位　乗馬: 月峰

第52回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　9位　乗馬: 月峰

篠原 世憲 （京産大・4） 第59回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　23位　乗馬: デルフィナス

古峨 淳明 （関学大・4） 第59回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　24位　乗馬: 月雅

第52回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　16位　乗馬: 月雅

有吉　　隆 （関西大・3） 第52回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　7位　乗馬: ウッシィー

植木 弘徳 （関西大・3） 第52回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　17位　乗馬: 千姫

団体 関西大学  第59回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体1位

第52回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　団体4位

関西学院大学 第52回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　団体4位

第52回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　団体3位

2010 個人 谷脇 恭平 （関西大・2） 第60回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　7位　乗馬: バーデン・バーデン

第53回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　16位　乗馬: 千龍

有吉　　隆 （関西大・4） 第60回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　8位　乗馬: プログレス

第82回 全日本学生馬術選手権大会　   　　　7位

第9回　 世界大学馬術選手権大会2010　　　　選手

萩原 理裕 （立命館大・2） 第60回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　9位　乗馬: ブライトタイム

松波 智香 （同志社大・3） 第60回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　14位　乗馬: トムボーラ

第46回 全日本学生馬術女子選手権大会　   6位

加山 裕章 （関西大・1） 第60回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　19位　乗馬: オマージュ

宿野部 誉時 （同志社大・3） 第60回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　21位　乗馬: ハイライン

宇賀神 沙夜 （立命館大・1） 第60回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　24位　乗馬: 翔如

下谷田 　駿 （立命館大・2） 第53回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　8位　乗馬: 龍舞

西野 晃司 （関学大・4） 第53回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　13位　乗馬: 月翼

団体 関西大学  第60回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体2位

 平成22年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　　　　　　　　5位

関西学院大学 第53回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　団体4位
第53回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　団体6位

 平成22年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　　　　　　　　6位

立命館大学  平成22年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　　　　　　　　7位
2011 個人 谷脇 恭平   （関西大・3） 第61回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　1位　乗馬: バーデン・バーデン

萩原 理裕   （立命館大・3） 第61回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　7位　乗馬: ブライトタイム
                      第54回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　8位　乗馬: 龍伯 
加山 裕章   （関西大・2） 第61回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　8位　乗馬: オマージュ
                      第54回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　11位　乗馬: ロワドゥヴォルドウ
萬浪 至甫   （関西大・2） 第61回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　9位　乗馬: ローラレット
                      第54回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　14位　乗馬: 千龍
三木 翔一朗 （関学大・4） 第61回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　11位　乗馬: 陽峰
                      第54回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　11位　乗馬: グリュックスグラフ
                      第54回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　10位　乗馬: 月峰
山田 晃嗣   （関西大・1） 第61回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　13位　乗馬: ピトロリーナ
宿野部 誉時 （同志社大・4） 第61回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　16位　乗馬: ハイライン
大熊 茂樹   （同志社大・3） 第61回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　18位　乗馬: ドリド 
宇賀神 沙夜 （立命館大・2） 第61回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　20位　乗馬: 翔如
                      第47回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 6位        
松波 智香   （同志社大・4） 第54回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　8位　乗馬: シーザクルーザー
                      第47回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 4位
下谷田 　駿 （立命館大・3） 第54回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　9位　乗馬: 龍舞
                      第54回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　4位　乗馬: 龍綾
桐木 寛典   （関学大・4） 第54回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　5位　乗馬: 月雅

団体 関西大学    第61回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体1位
            第54回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　団体2位
            平成23年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　　　　　　　　3位        
同志社大学  第61回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体6位
立命館大学  第54回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　団体3位
            第54回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　団体3位
            平成23年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　　　　　　　　5位        
京都産業大学 第54回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　団体5位      
関西学院大学 第54回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　団体6位
           平成23年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　　　　　　　　7位



年度 区分 選　手　名 （所属・学年） 選　　考　　理　　由
2012 個人 谷脇 恭平   （関西大・4） 第62回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　1位　乗馬: バーデン・バーデン

                      第55回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　6位　乗馬: 千龍
萩原 理裕   （立命館大・4） 第62回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　2位　乗馬: ブライトタイム
                      第55回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　10位　乗馬: 龍伯
                      第84回 全日本学生馬術選手権大会　　　　　　8位
住岡　　崇   （同志社大・1） 第62回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　5位　乗馬: トムボーラ
山田 晃嗣   （関西大・2） 第62回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　6位　乗馬: ピトロリーナ
                      第55回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　14位　乗馬: 千功
萬浪 至甫   （関西大・3） 第62回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　9位　乗馬: ローラレット
澤村 拓哉   （京産大・3） 第62回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　10位　乗馬: アルシャインII
加山 裕章   （関西大・3） 第62回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　14位　乗馬: オマージュ
品川 皇王   （同志社大・1） 第62回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　16位　乗馬: Cセリカ
                      第55回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　4位　乗馬: シーザクルーザー
久能　　卓   （京産大・4） 第55回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　4位　乗馬: ヴァルゴ
小関 ひかり （関西大・3） 第55回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　9位　乗馬: 千蘭
                      第55回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　15位　乗馬: 千姫
下谷田 　駿 （立命館大・4） 第55回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　12位　乗馬: 龍綾
                World University Equestrian Championship 2012　出場　 (ユニバーシアード＠Aachen)
宇賀神 沙夜 （立命館大・3） 第48回 全日本学生馬術女子選手権大会　　　2位
光橋 栄佳   （立命館大・4） 第48回 全日本学生馬術女子選手権大会　　　6位
伊藤 友乃   （関西大・4） 第48回 全日本学生馬術女子選手権大会　　　7位

団体 関西大学              第62回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体1位
                      第55回 全日本学生賞典総合馬術競技大会  団体3位

          平成24年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　　　　　　　　3位
同志社大学            第62回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体4位
立命館大学            第62回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体6位

          平成24年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　　　　　　　　5位
京都産業大学          平成24年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　　　　　　　　6位

2013 個人 小関 ひかり （関西大・4） 第63回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　1位　乗馬: バーデン・バーデン
                      第49回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 3位
山田 晃嗣   （関西大・3） 第63回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　2位　乗馬: ピトロリーナ
萬浪 至甫   （関西大・4） 第63回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　3位　乗馬: ローラレット
                      第49回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 6位
加山 裕章   （関西大・4） 第63回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　4位　乗馬: オマージュ
稲川 希生   （関学大・2） 第63回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　8位　乗馬: 月将 
古川 秀太   （関学大・4） 第63回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　10位　乗馬: 月雅
                      第56回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　13位　乗馬: 月雅
宇賀神 沙夜 （立命館大・4） 第63回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　14位　乗馬: 龍珠
                      第56回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　5位　乗馬: 龍舞
                      第85回 全日本学生馬術選手権大会　　　　　 2位
                      第49回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 4位
品川 皇王   （同志社大・2） 第63回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　18位　乗馬: トムボーラ
                      第56回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　15位　乗馬: シーザクルーザー
澤村 拓哉   （京産大・4） 第63回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　20位　乗馬: ブオーテス
高島　　香   （立命館大・3） 第56回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　7位　乗馬: 龍踊
工藤 裕太   （関学大・4） 第56回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　10位　乗馬: 月桜
吉井 崇師   （甲南大・3） 第85回 全日本学生馬術選手権大会　　　　　 7位
桐原　　智   （京産大・3） 第49回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 8位

団体 関西大学              第63回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体1位
                      第56回 全日本学生賞典総合馬術競技大会  団体4位

          平成25年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　　　　　　　　4位
関西学院大学          第63回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体4位
                      第56回 全日本学生賞典総合馬術競技大会  団体6位

          平成25年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　　　　　　　　6位
同志社大学            第63回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体5位
立命館大学            第56回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　団体3位

          平成25年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　　　　　　　　7位
京都産業大学          第56回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　団体4位

          平成25年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　　　　　　　　8位



年度 区分 選　手　名 （所属・学年） 選　　考　　理　　由
2014 個人 原　　名月 （関西大・1） 第64回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　1位　乗馬: キャットウィーズルB

品川 皇王   （同志社大・3） 第64回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　4位　乗馬:Cセリカ
Inter-Country Challenge 2015 団体優勝 (オーストラリア・ビクトリア州馬術連盟招待 ＠Rosebud) 

山田 晃嗣   （関西大・4） 第64回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　5位　乗馬: ピトロリーナ
                      第57回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　13位　乗馬: 千翔
福留 健志 （関西大・1） 第64回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　6位　乗馬: バーデン・バーデン
吉井 崇師 （甲南大・4） 第64回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　9位　乗馬: 甲輝
西端 将展 （甲南大・1） 第64回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　16位　乗馬: ゴールドガンダム
吉川 京太 （同志社大・2） 第64回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　18位　乗馬: ラタミールトーマ
高島　　香   （立命館大・4） 第64回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　19位　乗馬: 翔如
                      第50回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 2位
住岡　　崇 （同志社大・3） 第64回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　23位　乗馬: トムボーラ
                      第86回 全日本学生馬術選手権大会　　　　　 3位
桐原　　智   （京産大・4） 第57回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　3位　乗馬: ヴァルゴ
                      第50回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 5位
黒川 ウェリントン 力  （関西大・2） 第57回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　5位　乗馬: 千蘭
丹羽 れい （立命館大・1） 第57回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　6位　乗馬: 龍舞
小林 祐也 （関学大・4） 第57回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　9位　乗馬: 月雅
上野 進太郎 （関西大・4） 第57回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　14位　乗馬: 千駿

団体 関西大学              第64回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体1位
                      第57回 全日本学生賞典総合馬術競技大会  団体6位

          平成26年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　　　　　　　　3位
同志社大学            第64回 全日本学生賞典障害飛越競技大会　団体5位
京都産業大学          第57回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　団体3位

          平成26年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　　　　　　　　6位
立命館大学            第57回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　団体4位

          平成26年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　　　　　　　　7位
関西学院大学          第57回 全日本学生賞典総合馬術競技大会  団体5位

          平成26年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　　　　　　　　8位
2015 個人 松水 優斗   （関西大・1） 第65回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　1位　乗馬: バーデン・バーデン

品川 皇王   （同志社大・4） 第65回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　3位　乗馬: Cセリカ 
荒木 梨花   （同志社大・1） 第65回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　4位　乗馬: ミスティカル
西園 裕太   （甲南大・4） 第65回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　9位　乗馬: ユーエフオー
原　　名月   （関西大・2） 第65回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　12位　乗馬: キャットウィーズルB
杉本 葵生 （同志社大・1） 第65回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　16位　乗馬: コンエアー
安田 公翼   （甲南大・1） 第65回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　18位　乗馬: フローズンダイヤモンド
多林　　晃   （関学大・4） 第65回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　19位　乗馬: 月飛鳥
黒川 ウェリントン 力  （関西大・3） 第65回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　20位　乗馬: 千駿
福留 健志   （関西大・2） 第65回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　22位　乗馬: 千幸
                      第58回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　14位　乗馬: 千翔
丹羽 れい   （立命館大・2） 第58回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　3位　乗馬: 龍旺
川上 優理子 （京産大・4） 第58回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　6位　乗馬: マーキュリー
澤島　　雅   （立命館大・4） 第58回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　9位　乗馬: 龍舞
                      第51回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 7位
稲川 希生   （関学大・4） 第58回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　15位　乗馬: 月洋
梅林　　舞   （関学大・4） 第57回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　17位　乗馬: 月雅
住岡　　崇   （同志社大・4） 第87回 全日本学生馬術選手権大会　　　　　 4位
吉永 晃之佑 （京産大・4） 第87回 全日本学生馬術選手権大会　　　　　 5位

団体 同志社大学            第65回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　団体1位
関西大学            第65回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　団体2位

          平成27年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　　　　　　　　4位
立命館大学            第58回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　団体2位

          平成27年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　　　　　　　　6位
京都産業大学          第58回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　団体3位

          平成27年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　　　　　　　　8位
2016 個人 杉本 葵生  （同志社大・2） 第66回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　3位　乗馬: コンエアー

安田 公翼   （甲南大・2） 第66回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　7位　乗馬: フローズンダイヤモンド
荒木 梨花   （同志社大・2） 第66回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　9位　乗馬: ミスティカル
原　　名月   （関西大・3） 第66回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　10位　乗馬: キャットウィーズルB
松永 晴太 （京産大・3） 第66回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　11位　乗馬: トオノ・パトラッシュ
福留 健志   （関西大・3） 第66回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　12位　乗馬: ピトロリーナ
縄田 雄飛 （同志社大・2） 第66回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　13位　乗馬: クインターナ
吉川 京太 （同志社大・4） 第66回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　21位　乗馬: ウェンデル
石田 奈美恵 （京産大・3） 第59回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　7位　乗馬: マーキュリー
森　　美佐 （立命館大・4） 第59回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　9位　乗馬: 龍踊
伊福 翔大 （関学大・2） 第59回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　17位　乗馬: 月桜
山下 百合子 （立命館大・4） 第52回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 3位

団体 同志社大学            第66回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　団体2位
京都産業大学          平成28年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　　　　　　　　6位
立命館大学            平成28年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　　　　　　　　8位



年度 区分 選　手　名 （所属・学年） 選　　考　　理　　由
2017 個人 松水 優斗   （関西大・3） 第67回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　3位　乗馬: 千駿

                      第60回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　8位　乗馬: 千駿
原　　名月   （関西大・4） 第67回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　4位　乗馬: キャットウィーズルB
中村 大樹   （関西大・2） 第67回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　6位　乗馬: カリエーレ
                      第60回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　17位　乗馬: 千功
小薮 かおり （甲南大・4） 第67回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　7位　乗馬: 甲茶
小西 凌太郎 （京産大・3） 第67回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　10位　乗馬: トオノ・パトラッシュ
福留 健志   （関西大・4） 第67回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　16位　乗馬: ピトロリーナ
                      第60回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　15位　乗馬: 千翔
菱田 　遥   （立命館大・4） 第67回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　19位　乗馬: 龍晨
安田 公翼   （甲南大・3） 第67回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　21位　乗馬: フローズンダイヤモンド
薬師 うい   （立命館大・1） 第60回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　5位　乗馬: 龍舞
丹羽 れい   （立命館大・4） 第60回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　7位　乗馬: 龍景
縄田 雄飛   （同志社大・3） 第60回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　10位　乗馬: ジャック・スパロウ
田中 一希   （同志社大・4） 第60回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　11位　乗馬: エキゾーストノート
長谷川 倫太郎（京産大・4） 第89回 全日本学生馬術選手権大会　　　　　 7位
松永 晴太 （京産大・4） 第89回 全日本学生馬術選手権大会　　　　　 7位
石田 奈美恵 （京産大・4） 第53回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 2位
石丸 千愛季 （京産大・3） 第53回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 3位

団体 関西大学    第67回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　団体1位
第60回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　団体3位

          平成29年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　　　　　　　　2位
立命館大学 第60回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　団体2位
京都産業大学 平成29年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　　　　　　　　5位

2018 個人 中村 大樹   （関西大・3） 第68回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　1位　乗馬: カリエーレ
松水 優斗   （関西大・4） 第68回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　6位　乗馬: 千駿
長沼 隆史 （甲南大・1） 第68回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　9位　乗馬: ファイヤーフライD.V
安田 公翼   （甲南大・4） 第68回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　10位　乗馬: フローズンダイヤモンド
高橋 勇人 （同志社大・1） 第68回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　11位　乗馬: スフィーダ
岡林 蘭丸 （立命館大・4） 第68回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　13位　乗馬: 龍晨

第61回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　5位　乗馬: 龍舞
薬師 うい   （立命館大・2） 第61回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　2位　乗馬: 龍航
縄田 雄飛   （同志社大・4） 第61回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　5位　乗馬: ジャック・スパロウ

第90回 全日本学生馬術選手権大会　　　　　 7位
小西 凌太郎 （京産大・4） 第61回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　10位　乗馬: ラインレグルス
伊福 翔大 （関学大・4） 第61回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　15位　乗馬: 月桜
石丸 千愛季 （京産大・4） 第54回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 3位
荒木 梨花   （同志社大・4） 第54回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 4位

団体 立命館大学 第61回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　団体2位
          平成30年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　　　　　　　　3位
京都産業大学 平成30年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　　　　　　　　4位
関西大学    平成30年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　　　　　　　　8位

2019 個人 長沼 隆史 （甲南大・2） 第69回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　2位　乗馬: ファイヤーフライD.V
福島 秀太 （関西大・2） 第69回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　4位　乗馬: プーカ
田中　　蒼 （同志社大・3） 第69回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　8位　乗馬: BIZザミーラ
高橋 勇人 （同志社大・2） 第69回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　9位　乗馬: スフィーダ
中村 大樹   （関西大・4） 第69回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　10位　乗馬: カリエーレ
武道 芙紀 （同志社大・1） 第69回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　11位　乗馬: シロッコプラダ
齋藤 希美 （立命館大・1） 第62回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　2位　乗馬: R.ファインタイム
薬師 うい   （立命館大・3） 第62回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　4位　乗馬: 龍航

第55回 全日本学生馬術女子選手権大会　　 7位
山畠 龍一郎 （京産大・2） 第62回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　8位　乗馬: ヘヴンリィ
森本 修平 （立命館大・2） 第62回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　9位　乗馬: 龍旺

第62回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　9位　乗馬: 龍珱
中村 優太 （同志社大・4） 第62回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　8位　乗馬: エキゾーストノート
佐藤 将馬 （京産大・4） 第62回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　11位　乗馬: ラインレグルス
松下 奈央 （関学大・3） 第62回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　13位　乗馬: 月舞
河野 雄大 （京産大・4） 第91回 全日本学生馬術選手権大会　　　　　 4位

団体 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
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
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

2020 個人 永合 更良々 （関西大・2） 第70回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　1位　乗馬: 千駿
山畠 龍一郎 （京産大・3） 第70回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　8位　乗馬: アルファルド

第63回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　11位　乗馬: ブルーアース
武道 芙紀 （同志社大・2） 第70回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　9位　乗馬: シロッコプラダ
荒川 将暉 （関西大・2） 第70回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　11位　乗馬: アドラブル・チャバリト
田中　　蒼 （同志社大・4） 第70回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　12位　乗馬: BIZザミーラ
吉川 郁人 （立命館大・2） 第70回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　14位　乗馬: 龍蘭
齋藤 希美 （立命館大・2） 第63回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　2位　乗馬: R.ファインタイム
大井 千帆 （立命館大・2） 第63回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　2位　乗馬: 龍景
森本 修平 （立命館大・3） 第63回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　8位　乗馬: 龍旺
薬師 うい   （立命館大・4） 第63回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　9位　乗馬: R.イレニオ
福島 秀太 （関西大・3） 第63回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　8位　乗馬: 千翔
松下 奈央 （関学大・4） 第63回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　10位　乗馬: 月舞
福島 秀太 （関西大・4） 第63回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　13位　乗馬: 千優
原田 広夢 （関学大・4） 第63回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　15位　乗馬: 月桜



2020 団体 関西大学    第70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63回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　団体2位
          令和2年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　　　　　　　　2位
同志社大学  第70回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　団体3位
京都産業大学 令和2年度 全日本学生馬術大会 3種目総合　　　　　　　　7位

2021 個人 武道 芙紀   （同志社大・3） 第71回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　2位　乗馬: シロッコプラダ
森本 修平   （立命館大・4） 第71回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　7位　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・1） 第71回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　8位　乗馬: 龍晨
布村 　翼   （関西大・3） 第71回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　9位　乗馬: フリーゾ
荒川 将暉   （関西大・3） 第71回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　13位　乗馬: 千駿
                      第64回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　18位　乗馬: 千功
菊地 富太   （京産大・4） 第71回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　17位　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　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
大井 千帆   （立命館大・3） 第64回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　3位　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・3） 第64回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　6位　乗馬: R.ファインタイム
田原 まや   （立命館大・1） 第64回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会　8位　乗馬: 龍統
吉川 郁人   （立命館大・3） 第64回 全日本学生賞典障害馬術競技大会　8位　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　乗馬: 月飛鳥
福島 秀太   （関西大・4） 第64回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　10位　乗馬: 千翔
山畠 龍一郎 （京産大・4） 第64回 全日本学生賞典総合馬術競技大会　13位　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3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
個人 佐渡 一毅 （京産大 卒） 東京オリンピック2020 馬場馬術競技に日本代表選出として出場･活躍 (所属: 日本中央競馬会)


