
回数 競技日 主管校 競技場 優勝 準優勝 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 個人表彰 メモ
第１回 1937.8.5 東京帝国大 学習院大学 北海道 京都 東北, 東京は一回戦敗退で3位決定戦は不実施 帝国大学馬術聯盟馬術大会
第２回 1938.7.6 東北帝国大 仙台宮城野原 東北 北海道 東京 京都
第３回 1939.7.9 北海道帝大 旭川騎七 東京 北海道 名古屋 東北 京都大は不参加
第４回 1940.7.22 京都帝国大 京都大学 京城 東京 京都 名古屋 北海道 京都, 名古屋の3位決定戦は不実施 全国帝大馬術聯盟戦
第５回 1941.7.19～20 名古屋帝国大 豊橋高師原演習場 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ 文部次官通達により中止
第６回 1942 - 中止 - - 中止 - －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ 中止
第７回 1943.4.4 東京帝国大 陸軍大学 東京 北海道 大阪 京都 東北・九州・名古屋の順位は不明 七帝大聯盟戦
第８回 1950.12. 京都大学 京都大学 東京 京都 東北
第９回 1951.7.21 東京大学 京都 東北 東京 京都大は不参加
第10回 1952.10.26 東北大学 仙台市涌谷町 東北 北海道 東京 名古屋 京都大は不参加
第11回 1953.6.27 北海道大学 北海道大学 東京 北海道 東北, 名古屋の順位は不明, 京都大は不参加
第12回 1954.7.10～11 名古屋大学 岡崎乗馬ｸﾗﾌﾞ 東京 北海道 名古屋 京都 東北
第13回 1955.7.12～13 京都大学 京都大学 北海道 東京 京都 名古屋 東北 個人賞: 大久保 利彦(北海道) 3～5位は明確に分からず
第14回 1956.7.27～28 北海道大学 北海道大学 北海道 東北 東京 京都 名古屋
第15回 1957.7.22～23 東北大学 東北大学富沢分校 北海道 名古屋 東北 東京 京都
第16回 1958.8.15～16 東京大学 馬事公苑 北海道 東北 東京 名古屋 京都 2位は3大学か？
第17回 1959.7.24～26 名古屋大学 愛知県森林公園 名古屋 京都 北海道 東京 東北
第18回 1960.8.7～8 京都大学 京都大学 京都 東京 名古屋 北海道 九州 馬場馬術競技の実施を開始
第19回 1961.8.5～6 北海道大学 北海道大学 北海道 九州 東京 名古屋 京都 東北 国立七大学馬術定期戦

回数 競技日 主管校 競技場 優勝 準優勝 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 個人表彰 メモ
第１回 1962.7.29～30 北海道大学 北海道大学 北海道 名古屋 東京 九州 京都 東北 5位は2大学か？
第２回 1963.7.28～30 九州大学 九州大学 九州 北海道 東北 京都 名古屋 第21回 国立七帝大戦、東京大は不参加
第３回 1964.7.18～20 京都大学 京都大学 東京 京都 北海道 名古屋 九州 東北
第４回 1965.7.6～8 名古屋大学 愛知県森林公園 北海道 東京 名古屋 東北 九州 京都 最優秀選手:小栗紀彦(北海道) [大阪大学主管]
第５回 1966.7.14～15 東京大学 馬事公苑 東京 名古屋 東北 九州 京都 北海道 5位は2大学
第６回 1967.6.17～18 東北大学 東北大学 名古屋 九州 東京 北海道 京都 東北 5位は2大学
第７回 1968.7.3～4 名古屋大学 名古屋大学 名古屋 京都 東北 東京 北海道 九州 3、5位は2大学
第８回 1969.6.28～29 北海道大学 馬事公苑 東京 東北 名古屋 北海道 九州 京都大は不参加
第９回 1970.6.20～21 九州大学 馬事公苑 東京 北海道 東北 名古屋 九州 京都大は不参加
第10回 1971 (不実施) －－－－－ －－－－－－－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ [大阪大学主管]
第11回 1972 (不実施) 京都大学 －－－－－－－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－
第12回 1973 (不実施) 東北大学 －－－－－－－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－
第13回 東京大学 －－－－－－－－
第14回 1974.11.7～8 名古屋大学 馬事公苑 北海道 九州 東北 最優秀選手: 添田昌一(北海道)
第15回 1975.11.6～7 北海道大学 馬事公苑 京都 東北 名古屋 最優秀選手: 伊藤 礼(京都) 2日目雨で一部中止(4～6位は未決定で4位タイ扱い)

第16回 1976.10.29～31 北海道大学 馬事公苑 東北 北海道 名古屋 九州 東京大 京都 ＜個人表彰は不明＞ [大阪大学主管]
第17回 1977.2.11～12 九州大学 馬事公苑 東北 東京 九州 京都 名古屋 北海道 ＜個人表彰は不明＞
第18回 1978.12.25～26 京都大学 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 京都 東京 北海道 東北 九州 名古屋 最優秀選手: 西川理一(北海道)
第19回 1980.3.21～22 東北大学 東北大学 九州 東京 北海道 京都 名古屋 東北 ＜個人表彰は不明＞ 障害のみ
第20回 1981.4.11～12 東京大学 東京大学 京都 東京 九州 名古屋 東北 北海道 ＜個人表彰は不明＞
第21回 1982.4.10～11 名古屋大学 名古屋大学 名古屋 京都 東京 九州 北海道 九州 最優秀選手:    , 優秀選手: 鈴木 哲朗(京都)
第22回 1983.4.9～10 北海道大学 ﾌﾛﾝﾃｨｱ乗馬ｸﾗﾌﾞ 北海道 東北 九州 名古屋 京都 東京 最優秀選手: 名越 正泰(北海道), 優秀選手: 大泉 喜代志(東北)・佐藤 聖也(九州)
第23回 1984.4.3～4 九州大学 九州大学 京都 九州 東北 東京 名古屋 北海道 最優秀選手:     , 優秀選手: 東 倫生(京都)
第24回 1985.4.13～14 京都大学 京都大学 名古屋 東京 京都 東北 九州 北海道 最優秀選手: 飯田 賢治(名古屋), 優秀選手: 横森 馨子(東京) [大阪大学主管]
第25回 1986.4.5～6 京都大学 京都大学 京都 東京 北海道 九州 名古屋 東北 最優秀選手: 岩里 琢冶(京都), 優秀選手: 
第26回 1987.4.5～6 東北大学 東北大学 北海道 東北 名古屋 九州 京都 東京 最優秀選手: 高野 薫(北海道), 優秀選手: 高橋 史明(東北)・藤井 春代(名古屋)
第27回 1988.4.2～3 東京大学 東京大学 東北 北海道 京都 名古屋 東京 九州 最優秀選手: 上田 享(東北), 優秀選手: 木村 勉(京都)
第28回 1989.4.1～2 名古屋大学 名古屋大学 名古屋 京都 東京 東北 北海道 九州 最優秀選手: 柴垣 俊明(名古屋), 優秀選手: 木村 勉(京都)
第29回 1990.4.6～7 北海道大学 北海道大学 東京 北海道 東北 京都 名古屋 九州 最優秀選手: 谷口 琢也(東京), 優秀選手: 堀川 環樹(北海道)
第30回 1991.4.6～7 九州大学 九州大学 京都 北海道 名古屋 九州 東京 東北 最優秀選手: 額賀 信尾(京都), 優秀選手: 尾崎 浩司(名古屋)
第31回 1992.4.4～5 名古屋大学 名古屋大学 名古屋 京都 東京 九州 東北 北海道 最優秀選手: 尾崎 浩司(名古屋), 優秀選手: 九十九 伸一(京都) [大阪大学主管]
第32回 1993.4.3～4 京都大学 京都大学 名古屋 東京 京都 東北 北海道 九州 最優秀選手: 小川 嘉康(名古屋), 優秀選手: 諏訪 剛宏(東京)・八木 聰(北海道)
第33回 1994.4.9～10 東北大学 東北大学 東北 名古屋 京都 東京 北海道 九州 ＜個人表彰は不明＞
第34回 1995.4.8～9 東京大学 東京大学 東京 東北 京都 北海道 名古屋 九州 最優秀選手: 鈴木 正伸(東京), 優秀選手: 若野 博嗣(京都)・吉田 聡子(東京)
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第35回 1996.4.20～21 名古屋大学 名古屋大学 京都 名古屋 九州 東京 東北 北海道 最優秀選手: 香川 穣(京都), 優秀選手: 藤村 薫(京都)・藤井 博文(名古屋)・吉松 彰(九州)
第36回 1997.4.19 北海道大学 北海道大学 京都 名古屋 東北 九州 北海道 東京 最優秀選手: 四位 真理子(京都), 優秀選手: 畦上 智洋(東北)・山田 朋和(名古屋)・内村 博(九州)
第37回 1998.4.18～19 九州大学 九州大学 京都 北海道 名古屋 九州 東北 東京 最優秀選手: 百田 牧人(京都), 優秀選手: 田中 悟史(北海道)・中西 一成(名古屋)・株田 智弘(東京)障害のみ
第38回 1999.4.24～25 東京大学 東京大学 京都 東京 北海道 東北 九州 名古屋 最優秀選手: 宮本 一成(京都), 優秀選手: 真野 裕介(東京) [大阪大学主管], 4位は2大学, 2名戦
第39回 2000.3.18～19 京都大学 京都大学 京都 東京 北海道 東北 名古屋 九州 最優秀選手: 島田 雅博(京都), 優秀選手: 新田 統昭(京都)・木ノ内 倫子(東京)
第40回 2001.4.8 東京大学 東京大学 京都 東京 名古屋 北海道 九州 東北 最優秀選手: 南部 隆彦(京都), 優秀選手: 山﨑 潤(京都)・林 徹(東京) 1日で実施

第41回 2002.4.6～7 東北大学 東北大学 京都 東京 東北 北海道 名古屋 九州
馬場最優秀選手･中村 暢宏(京都), 馬場優秀選手･武富 剛士(東北)・寺島 健成(東北),
障害最優秀選手・奥広 啓太(東京), 障害優秀選手・高畠 亮(名古屋)・岡崎 隆文(東京)

第42回 2003.4.5～6 名古屋大学 名古屋大学 名古屋 北海道 東京 京都 九州 東北 最優秀選手: 八木 智彦(名古屋), 優秀選手: 木村 滋之(北海道)・石井 麻由子(東京)
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第43回 2004.4.17～18 北海道大学 北海道大学 東京 京都 九州 東北 北海道 名古屋 最優秀選手: 石井 麻由子(東京), 優秀選手: 川口 哲平(京都)・河野 端(九州)
第44回 2005.4.30～5.1 九州大学 福岡県馬術競技場 九州 京都 名古屋 北海道 東京 東北 最優秀選手: 新宅 悟 (九州), 優秀選手: 一色 真明 (北海道)・内田 充洋 (京都)
第45回 2006.3.4～5 九州大学 福岡県馬術競技場 九州 東北 京都 名古屋 北海道 東京 最優秀選手: 畑 茉容(九州), 優秀選手: 長村 隆行(東北)・川本 陽一(京都) [大阪大学主管]
第46回 2007.3.10～11 京都大学 京都大学 京都 東北 北海道 東京 名古屋 九州 最優秀選手: 井上 賢一(京都), 優秀選手: 長村 隆行(東北)・住江 康晴(北海道)
第47回 2008.4.5～6 東北大学 東北大学 東北 東京 京都 北海道 九州 最優秀選手: 高橋 範行(東北), 優秀選手: 唐津 健輔(東京)・田村長之(京都) 名古屋大学は選手2名のためオープン参加
第48回 2009.3.7～8 東京大学 東京大学 東北 北海道 東京 京都 九州 ＜個人表彰は不明＞ 4位は2大学, 名古屋大学は選手2名のためオープン参加

第49回 2010.2.27～28 名古屋大学 名古屋大学 名古屋 東北 北海道 東京 京都 九州 最優秀選手: 青島 由樹(名古屋), 優秀選手: 安保 博仁(東北)

第50回 2011.5.28 北海道大学 北海道大学 名古屋 東京 東北 京都 九州 北海道 最優秀選手: 岸良 大地(東京) (個人表彰は最優秀のみ)
1日で実施, 東日本大震災に関連し3～6位は順位未決定のため表内は
参考順位。予選ブロックで東北・京大はで2位, 九州・北海道は3位。

第51回 2012.2.25～26 九州大学 福岡県馬術競技場 北海道 東京 九州 名古屋 京都 東北 馬場最優秀選手: 井上 雄貴(九州), 障害最優秀選手: 柳田 睦仁(北海道)

第52回 2013.6.1～2 九州大学 福岡県馬術競技場 北海道 東北 九州 東京 名古屋 京都 馬場最優秀選手: 松尾 慧(北海道), 障害最優秀選手: 新谷 晃司(九州)
[大阪大学主管], 九州大学が選手2名のため、馬場･障害とも上
位2名の成績で勝ち点合計する形式。

第53回 2014.6.7～8 京都大学 京都大学 東北 京都 名古屋 東京 北海道
馬場最優秀選手: 前原 一輝(京都), 馬場優秀選手: 田村 崇行(東京)
障害最優秀選手: 田村 崇行(東京), 障害優秀選手: 陳 偉熙(東北)

九州大学は不参加

第54回 2015.6.6～7 東北大学 東北大学 東北 京都 名古屋 東京 北海道 九州
最優秀選手: 永井 拓海(東北),
馬場優秀選手: 原 啓太郎(京都), 障害優秀選手: ?

第55回 2016.8.20～21 東京大学 東京大学 名古屋 京都 九州 東北 東京 北海道 馬場最優秀選手: 逸見 来人(東北), 障害最優秀選手: 本多 宗一郎(東北)
第56回 2017.9.9～10 名古屋大学 名古屋大学 名古屋 九州 東京 京都 東北 北海道 最優秀選手: 北村 健太郎(名古屋), 優秀選手: 橋本 光太郎(九州)
第57回 2018.6.2～3 北海道大学 北海道大学 北海道 名古屋 京都 東北 東京 九州 馬場最優秀選手: 森川 毅(京都), 障害最優秀選手: 舘野 晃和 (名古屋)
第58回 2019.9.7～8 九州大学 福岡県馬術競技場 北海道 名古屋 京都 東北 九州 東京 最優秀選手: 田中 沙季(北海道), 優秀選手: 金澤 隼人(東北)
第59回 2020.6.20～21 京都大学 京都大学 　　競技日、競技場は当初予定のもの [大阪大学主管] 新型コロナウィルスの影響で中止
第60回 2020.6.19～20 京都大学 京都大学 　　競技日、競技場は当初予定のもの 新型コロナウィルスの影響で中止
第61回 2022.6.4～5 東北大学 東北大学 東北 北海道 京都 名古屋 東京 九州 最優秀選手: 稲葉 陽希(東北), 優秀選手: 中島 千都(京都), 富田 雅代(東京)

新型コロナウィルスの影響で中止
新型コロナウィルスの影響で中止
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