
　 　 　

年度 区分 氏　　名 （所属・学年） 選　　考　　理　　由
1988 個人 田所 　 恵 （関学大・4） 昭和63年度幹事長

角谷 尚久 （近畿大・4） 昭和63年度副幹事長
1989 個人 木下 　 孝 （関西大・4） 平成元年度幹事長

内門 陽司 （京産大・4） 平成元年度副幹事長
中野 弘子 （大阪府大・4） 平成元年度女子幹事長
帯屋 博義 （京都大・4） 平成元年度会計委員
斉藤 真哉 （大阪市大・4） 平成元年度競技委員
森山 国寿 （大阪府大・4） 平成元年度審判員付
喜多 晴美 （京産大 卒） 京都府馬術連盟事務局、近畿地区評議員会事務局

1990 個人 川島 　 勉 （近畿大・4） 平成2年度幹事長
玉井 　 透 （立命館大・4） 平成2年度副幹事長
佐竹 裕子 （甲南大・4） 平成2年度女子幹事長

1991 個人 玉垣 喜章 （関学大・4） 平成3年度幹事長
畑　  匡宜 （関西大・4） 平成3年度副幹事長
佐渡 　嗣 （京都大・4） 平成3年度副幹事長・総務委員
桑原 俊彦 （同志社大・4） 平成3年度会計委員
河村 興治 （大阪府大・4） 平成3年度全日本学生副幹事長
山口 有紀 （京産大 卒） 京都府馬術連盟事務局、近畿地区評議員会事務局

1992 個人 佐藤 　 修 （大阪府大・4） 平成4年度幹事長
北川 力志 （京産大・4） 平成4年度副幹事長
重見 裕子 （甲南大・4） 平成4年度女子幹事長
足立 真子 （立命館大・4） 平成4年度記録委員

1993 個人 石原 大輔 （関学大・4） 平成5年度幹事長
大西 宏明 （京都大・4） 平成5年度副幹事長
川端 健治 （近畿大・4） 平成5年度副幹事長
金子 真澄 （同志社大・4） 平成5年度女子幹事長
田中 美恵 （神女大・4） 平成5年度記録委員

1994 個人 馬渕 嘉樹 （関西大・4） 平成6年度幹事長
小林 雅嘉 （神戸大・4） 平成6年度副幹事長
矢野 数浩 （大阪府大・4） 平成6年度副幹事長
堀内 真由美 （大阪市大・4） 平成6年度女子幹事長
家護谷 昌徳 （京都大・4） 平成6年度総務委員
佐藤 正行 （立命館大・4） 平成6年度会計委員
村尾 佳子 （甲南大・4） 平成6年度賞典委員
鈴木 孝章 （京産大・4） 平成6年度競技委員・全日本学生馬術連盟副幹事長
香山 民雄 （同志社大 卒） 理事 (故人)

1995 個人 田村 　 慎 （同志社大・4） 平成7年度幹事長・総務委員
　 　 杉原 康治 （近畿大・4） 平成7年度副幹事長・全日本学生馬術連盟副幹事長
　 　 前谷 順子 （神戸大・4） 平成7年度女子幹事長・記録委員

岡崎 友美 （甲南大・4） 平成7年度賞典委員
1996 個人 半杭 　 剛 （大阪府大・4） 平成8年度幹事長

中島 禎典 （京都大・4） 平成8年度副幹事長・総務委員
和気 　 順 （立命館大・4） 平成8年度副幹事長・会計委員

　 　 米虫 紀子 （神戸大・4） 平成8年度女子幹事長・記録委員
岡部 芳彦 （関学大・4） 平成8年度全日本学生馬術連盟副幹事長

　 　 藤原 仁子 （神女大・4） 平成8年度放送委員
1997 個人 筧 　 秀介 （関西大・4） 平成9年度幹事長

　 　 佐藤 貞人 （同志社大・4） 平成9年度副幹事長
寺田 大介 （大阪市大・4） 平成9年度副幹事長
桜井 英子 （甲南大・4） 平成9年度女子幹事長・賞典委員
作原 清太 （関学大・4） 平成9年度競技委員
経塚 　 勉 （近畿大・4） 平成9年度全日本学生馬術連盟副幹事長

　 　 佐藤 裕見子 （関学大・4） 平成9年度放送委員
1998 個人 中井 浩史 （関西大・4） 平成10年度幹事長

高橋 　 勉 （大阪府大・4） 平成10年度副幹事長・会計委員
　 　 川崎 吉隆 （神戸大・4） 平成10年度副幹事長

矢崎 桂子 （神女大・4） 平成10年度女子幹事長・記録委員
百田 牧人 （京都大・4） 平成10年度総務委員
宮本 　 茂 （京産大・4） 平成10年度競技委員・全日本学生馬術連盟副幹事長
桜井 佳子 （立命館大・4） 平成10年度会計委員・広報委員

　 　 増井 加奈子 （同志社大・4） 平成10年度広報委員
1999 個人 小島 　 努 （関学大・4） 平成11年度幹事長

富坂 恵美 （神戸大・4） 平成11年度女子幹事長・記録委員
鈴木 幸之助 （京都大・4） 平成11年度総務委員・会計委員
長谷 浩志 （神戸大・4） 平成11年度全日本学生馬術連盟副幹事長
西村 　 喬 （同志社大 卒） 前副会長 (故人)、審判として長期に亘り貢献

2000 個人 倉岡 英司 （京産大・4） 平成12年度幹事長
田中 泰輔 （甲南大・4） 平成12年度副幹事長
黒田 智子 （大阪府大・4） 平成12年度女子幹事長・記録委員
巽 　 康之 （大阪市大・4） 平成12年度全日本学生馬術連盟副幹事長

関西学生馬術連盟　功労賞



年度 区分 氏　　名 （所属・学年） 選　　考　　理　　由
2001 個人 三上 耕太朗 （京都大・4） 平成13年度幹事長

塩谷 嘉隆 （関西大・4） 平成13年度副幹事長・スチュワード付
今井 祐子 （関学大・4） 平成13年度女子幹事長
北風 喜清 （大阪府大・4） 平成13年度全日本学生馬術連盟副幹事長
会田 雪子 （甲南大・4） 平成13年度賞典委員
三宅 詩織 （神戸大・4） 平成13年度放送委員
岩崎 貴子 （武庫女大･4） 平成13年度記録委員

2002 個人 藤川 香顕 （神戸大・4） 平成14年度幹事長
新谷 健一 （京産大・4） 平成14年度副幹事長・全日本学生馬術連盟副幹事長
橋本 智子 （同志社大・4） 平成14年度女子幹事長
山﨑　　梓 （京都大・4） 平成14年度総務委員・会計委員
岩田 真樹子 （大阪府大・4） 平成14年度記録委員

2003 個人 沼野 晃平 （関学大・4） 平成15年度幹事長
菅野 直樹 （京産大・4） 平成15年度副幹事長
太田 清士 （同志社大・4） 平成15年度全日本学生馬術連盟副幹事長
佐藤 洋平 （京都大・4） 平成15年度総務委員
吉内 一真 （大阪市大・4） 平成15年度記録委員
山脇　　洋 （京産大 卒） 平成12～15年度理事長

2004 個人 川口 哲平 （京都大・4） 平成16年度幹事長
西家 陽一 （関西大・4） 平成16年度副幹事長
永田　　健 （同志社大・4） 平成16年度全日本学生馬術連盟副幹事長
藤原 まゆ香 （関学大・4） 平成16年度女子幹事長
岡田 裕毅 （大阪府大・4） 平成16年度競技委員

2005 個人 日昔　　崇 （関西大・4） 平成17年度幹事長
番匠 晴信 （関学大・4） 平成17年度副幹事長
金　　智祥 （神戸大・4） 平成17年度全日本学生馬術連盟副幹事長
富田 紋加 （同志社大・4） 平成17年度女子幹事長・広報委員
飯田 真理恵 （京都大・4） 平成17年度総務委員・会計委員
日高 彩子 （大阪府大・4） 平成17年度大会記録委員
北尾 好永 （大阪市大・4） 平成17年度一般記録委員

2006 個人 薬師 大樹 （京産大・4） 平成18年度幹事長
大谷　 慎 （同志社大・4） 平成18年度全日本学生馬術連盟副幹事長
河瀬 美紀 （京都大・4） 平成18年度女子幹事長・総務委員

2007 個人 中村　　薫 審判、上訴委員等で関西学馬連に大きく貢献 (故人)
井上 賢一 （京都大・4） 平成19年度幹事長・会計委員
小山 康介 （京産大・4） 平成19年度全日本学生馬術連盟副幹事長・スチュワード付
鵜飼 さやか （立命館大・4） 平成19年度女子幹事長・放送委員

2008 個人 大野 正樹 （同志社大・4） 平成20年度幹事長
田村 長之 （京都大・4） 平成20年度全日本学生馬術連盟副幹事長・総務委員
野口 昌美 （大阪市大・4） 平成20年度競技委員
松田　　彩 （大阪市大・4） 平成20年度女子幹事長・一般記録委員
新垣 恒則 （神戸大 卒） 平成16～19年度理事長 [感謝状]

2009 個人 市場 友貴 （関学大・4） 平成21年度幹事長
小林　　馨 （京産大・M1） 平成21年度全日本学生馬術連盟副幹事長・スチュワード付
飯領田 千穂 （近畿大・4） 平成21年度女子幹事長・広報委員
平田 紅梨子 （京都大・4） 平成21年度会計委員
瀬田 聡美 （神戸大・4） 平成21年度総務委員
安部 千尋 （立命館大・4） 平成21年度放送委員
寺本 香織 （大阪府大・4） 平成21年度大会記録委員
濱田 幸乃 （関学大・4） 平成21年度大会記録委員

2010 個人 平野 滋章 （京都大・4） 平成22年度幹事長
平野 亮太 （大阪市大・4） 平成22年度全日本学生馬術連盟副幹事長・大会記録委員・一般記録委員
森本 あや （関学大・4） 平成22年度女子幹事長・審判付
石井　　知 （大阪府大・4） 平成22年度競技委員
前田 陽平 （京産大・4） 平成22年度競技委員
徳本 順子 （神戸大・4） 平成22年度総務委員

2011 個人 乾　　駿一郎 （京都大・4） 平成23年度幹事長
桜井 貴史   （大阪市大・4） 平成23年度全日本学生馬術連盟幹事・一般記録委員
竹本 一恵   （大阪府大・4） 平成23年度大会記録委員
灰原 幸介   （同志社大・4） 平成23年度競技委員
木戸 佑有子 （同志社大・4） 平成23年度女子幹事長・賞典委員
平沼 慶子   （神戸大・4） 平成23年度総務委員

2012 個人 高橋 咲衣   （大阪市大・4） 平成24年度幹事長
松本 奈々恵 （関西大・4） 平成24年度女子幹事長・広報委員
倉原 明里   （関学大・4） 平成24年度審判付
石嶺 政行   （立命館大・4） 平成24年度競技委員
川田 早月   （神戸大・4） 平成24年度総務委員
西坂 卓也   （京産大・4） 平成24年度スチュワード付
本田 正博 （同志社大 卒） 平成20～23年度理事長 [感謝状]

2013 個人 矢形 祐作   （関学大・4） 平成25年度幹事長
酒井 健太郎 （大阪府大・4） 平成25年度全日本学生馬術連盟幹事・大会記録委員
林　　直矢 （関西大・4） 平成25年度全日本学生馬術連盟幹事・広報委員
矢井田 裕加 （大阪市大・4） 平成25年度女子幹事長・放送委員
新倉 美穂 （京都大・4） 平成25年度会計委員
田中　　章   （大阪府大・4） 平成25年度大会記録委員
新子 晏民 （関学大 卒） 平成15～25年度会長 [感謝状]



年度 区分 氏　　名 （所属・学年） 選　　考　　理　　由
2014 個人 田代 幸太 （関学大・4） 平成26年度幹事長・獣医委員

市原 功太郎 （京都大・4） 平成26年度副幹事長・スチュワード付・全日本学生馬術連盟幹事
和田 可菜 （関西大・4） 平成26年度女子幹事長・庶務委員・広報委員
神谷 利久 （同志社大・4） 平成26年度競技委員
大城 未緒 （関学大・4） 平成26年度賞典委員

2015 個人 玉木 秀悟 （同志社大・4） 平成27年度幹事長・審判付
田淵 園恵 （京産大・4） 平成27年度副幹事長・会計委員・全日本学生馬術連盟幹事
中井 貴大 （神戸大・4） 平成27年度副幹事長・競技委員
井坂 結衣 （大阪市大・4） 平成27年度女子幹事長・放送委員・庶務委員
柚野 史奈 （神戸大・4） 平成27年度総務委員
米田 智美 （大阪府大・4） 平成27年度獣医委員・大会記録委員
棚橋 祐太 （京産大・4） 平成27年度競技委員
松久 奈央 （同志社大・4） 平成27年度賞典委員
堀田 武司 （京産大 卒） 平成24～27年度理事長 [感謝状]
西村 充司 （同志社大 卒） 理事、監事を歴任し、審判として長期に亘り貢献 [感謝状]
若原　　尚 （関西大 卒） 平成26～27年度会長 [感謝状] (2016.5.4)

2016 個人 広川 英峻 （関西大・4） 平成28年度幹事長・競技委員
北村 茂生 （関西大・4） 平成28年度副幹事長・書記委員・広報委員
古山 明恵 （神戸大・4） 平成28年度総務委員
明田 達哉 （神戸大・4） 平成28年度庶務委員
岩田 栞里 （大阪府大・4） 平成28年度記録委員・獣医委員
森　　美佐 （立命館大・4） 平成28年度賞典委員

2017 個人 田中 一希 （同志社大・4） 平成29年度幹事長・審判委員
宇山　　裕 （同志社大・4） 平成29年度副幹事長・競技委員
青木 十吾 （京都大・4） 平成29年度副幹事長・スチュワード委員
岡村 季芽 （大阪市大・4） 平成29年度女子幹事長・記録委員・放送委員
布村 彩香 （神戸大・4） 平成29年度総務委員
前野 友香 （京産大・4） 平成29年度競技委員
増江 りさ （京都大・4） 平成29年度財務委員
湯川 瑠夏 （大阪府大・4） 平成29年度記録委員
山宮 拓馬 （京都大・4） 平成29年度記録委員
井澤 未沙紀 （大阪府大・4） 平成29年度書記委員・獣医委員
渡邊 穂香 （関西大・4） 平成29年度記録委員・広報委員

2018 個人 安田 公翼 （甲南大・4） 平成30年度幹事長・競技委員
上原 慎也 （関西大・4） 平成30年度副幹事長・競技委員
植村 沙耶 （大阪市大・4） 平成30年度女子幹事長・書記委員・放送委員
田中 寬野 （神戸大・4） 平成30年度総務委員
廣瀬 玲奈 （同志社大・4） 平成30年度審判委員

2019 個人 三村 勇人 （京産大・4） 平成31/令和元年度幹事長・競技委員
中村 文香 （京都大・4） 平成31/令和元年度副幹事長・財務委員
酒井 佑輔 （大阪市大・4） 平成31/令和元年度記録委員
合田 　楓 （関西大・4） 平成31/令和元年度記録委員
秋永 晃一 （大阪府大・4） 平成31/令和元年度記録委員・獣医委員
山崎 やよい （神戸大・4） 平成31/令和元年度総務委員
上野 　春 （京都大・4） 平成31/令和元年度スチュワード委員
上甲 育実 （甲南大・4） 平成31/令和元年度賞典委員
角谷 尚久 （近畿大 卒） 平成28～平成31/令和元年度理事長 [感謝状]

2020 個人 市川 翔土 （神戸大・4） 令和2年度副幹事長・令和2年度総務委員
岸田 一聡 （関西大・4） 令和2年度副幹事長・令和2年度競技委員
俵　 李伽 （同志社大・4） 令和2年度女子幹事長・令和2年度審判委員
佐藤 けやき （京都大・4） 令和2年度スチュワード委員
加藤 ふみ （京都大・4） 令和2年度財務委員
平岡 　梢 （京産大・4） 令和2年度賞典委員
棚田 莉帆 （大阪市大・4） 令和2年度放送委員

2021 個人 長野 天祐   （同志社大・4） 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・4） 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・4） 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・4） 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・4） 令和3年度スチュワード委員
田中 知葉   （京都大・4） 令和3年度財務委員
黒川 まりあ （立命館大・4） 令和3年度競技委員
湊　 亮佑   （京都大・4） 令和3年度記録委員
佐竹 珠希   （大阪市大・4） 令和3年度放送委員・令和3年度書記委員


