
第５５回  全関西学生馬術大会  

第５１回  関西学生新人馬術大会  

第５８回  関西学生馬術選手権大会  

 第５６回  関西学生馬術女子選手権大会

令和２年９月１８日(金)～２０日(日) 

 

主催 関西学生馬術連盟 

 

後援 大阪府馬術連盟、京都府馬術連盟 

公益財団法人 兵庫県馬術連盟 

近畿地区乗馬団体協議会 神戸新聞社、読売新聞社 

中江物産株式会社、日本農産工業株式会社 

株式会社ライトスポーツルウム 

株式会社ワールドマーケット 

公益財団法人 三木山人と馬とのふれあいの森協会 

 

於  三木ホースランドパーク 

   
関西学生馬術連盟加盟校 

大阪市立大学 大阪府立大学 関西大学 

関西学院大学 京都大学   京都産業大学 

近畿大学   甲南大学   神戸大学  天理大学 

同志社大学  武庫川女子大学  立命館大学  



大会名誉会長 千　玄室

大会会長 新垣　恒則

大会副会長 角谷　尚久 堀田　武司

実行委員長 川崎　基生

実行副委員長

上訴委員長 新垣　恒則

技術代表 若原　尚

審判長／審判委員長 山﨑　由紀子

審判副委員長 神﨑　光司

審判委員 駒井　諒一

審判員 市橋　知瑳 奥畑　庄次 角谷　尚久 神﨑　光司 小西　みのり

小林　馨 駒井　諒一 田中　一希 田部　眞一郎  松田　育子

藤井　正 掘田　武司

審判付 幣内　結衣(同志社大学)

大会記録委員 岡本　崚平(関西大学) 寺岡　慶司(大阪府立大学)

榎本　莉子(甲南大学)

獣医委員長 渡辺　健介

獣医委員 阿部　憲二 　謝　東暁

獣医委員 岡本　崚平(関西大学)

スチュワード委員長 高岸　多喜二

スチュワード副委員長 平野　滋章

スチュワード委員 北　博幸

チーフスチュワード 高岸　多喜二

スチュワード 上野　春 長谷川　倫太郎 平野　滋章 山宮　拓馬

スチュワード付 佐藤　けやき(京都大学) 井上　心(京都大学)

コースデザイナー 石樵　裕隆

競技委員長 松下　英樹

競技副委員長 井上　智之 水野　慶治

競技委員 阿部　憲二 阿部　真哉 　岡田　大 　北　博幸 　北方　健祐

縄田　雄飛 中村　暢宏 　畑岡　優佑 　藤井　正 　古澤　康史

広川　英峻 森岡　秀泰 　安田　公翼 　安田　裕子 　渡辺　健介

競技委員 岸田　一聡(関西大学) 清水　茉理香(関西大学) 黒川　まりあ(立命館大学)

中島　千都(京都大学)

総務委員長 松田　育子

総務副委員長 田代　幸太 　藤井　正 　藤本　智子

総務委員 田中　一希 　松隈　定 　吉田　和正

総務委員 市川　翔土(神戸大学) 時枝　菜々子(神戸大学) 長田　糸織(神戸大学)

賞典委員　 平岡　梢(京都産業大学) 長島　文香(京都大学) 荒川　智晴(京都産業大学)

広報委員 榎本　莉子(甲南大学) 岡本　崚平(関西大学) 長島　文香(京都大学)

一般記録委員 棚田　莉帆(大阪市立大学) 佐竹　珠希(大阪市立大学) 中島　百香(大阪市立大学)

放送委員 棚田　莉帆(大阪市立大学) 佐竹　珠希(大阪市立大学) 中島　百香(大阪市立大学)

財務委員長 神﨑　光司

財務副委員長 松田　育子

財務委員 中村　暢宏 本田　正博

会計委員 加藤　ふみ(京都大学) 田中　知葉(京都大学)

救護委員 岸本　安江

獣医師 河合　敦子

装蹄師 明石　良平

(敬称略)

福本　聡

大会役員名簿（順不同）

長野　天祐(同志社大学)

俵　李伽(同志社大学)

湊　亮佑(京都大学)

八十　巧海(大阪府立大学) 河合　真穂(京都大学)

矢川　葉菜(関西学院大学)



関西学院大学 横田華莉沙（ヨコタカリサ） 月舞（ツキマイ）

田中奈慧（タナカナエ） ルールプロスパー

武庫川女子大学 金子楓佳（カネコフウカ）

寺井悠人（テライユウト） 杉詩（スギウタ）

加納隆大（カノウリュウタ） 杉颯（スギハヤテ）

魚嶋惇平（ウオシマジュンペイ） 杉凪（スギナギ）

石丸汐見（イシマルシオミ） 杉凪（スギナギ）

山崎綾菜（ヤマサキアヤナ） 杉旭（スギアサヒ）

濱田結珠貴（ハマダユズキ） 杉颯（スギハヤテ）

原条佳乃（ハラジョウカノ） 杉詩（スギウタ）

綾野真子（アヤノマコ） 浪朝陽（ナミアサヒ）

植田麻由香（ウエダマユカ） 浪影（ナミカゲ）

奥村加奈（オクムラカナ） 浪影（ナミカゲ）

寺岡慶司（テラオカケイジ） 宙浪（ソラナミ）

荒川真穂（アラカワマホ） 千豪（センゴウ）

井田風花(イダフウカ） 千功（センコウ）

溝渕建太（ミゾブチケンタ） 月颯（ツキハヤテ）

矢川葉奈（ヤガワハナ） 月輪（ツキノワ）

中園さやか（ナカゾノサヤカ） 月望（ツキモチ）

守屋凛（モリヤリン） 月颯（ツキハヤテ）

大塚雅樹（オオツカマサキ） 秋桜（コスモス）

長島文香（ナガシマアヤカ） トルバドゥール

中島千都（ナカジマセント）

宇野大輝（ウノダイキ） 晴嵐（セイラン）

大西凌馬（オオニシリョウマ） 凌明（リョウメイ）

岩田遼（イワタリョウ） 凌薫（リョウクン）

中谷篤史（ナカタニアツシ） 遼舞（リョウブ）

半田周汰（ハンダシュウタ） 凌響（リョウキョウ）

藤原成（フジハラセイ） 凌明（リョウメイ）

長田糸織（ナガタシオリ） 凌響（リョウキョウ）

後藤彰真（ゴトウショウマ） 凌薫（リョウクン）

北井のどか（キタイノドカ） メイショウジンム

中村花梨（ナカムラカリン）

増田悠里（マスダユリ） シャイニングライト

後藤未佳（ゴトウミカ） エキゾーストノート

清水和葉（シミズカズハ）

森本峻介（モリモトシュンスケ）

毛利優菜（モウリユウナ） 龍瓔（リュウエイ）

袖山優芽（ソデヤマユメ） 龍弾（リュウヒ）

第51回　関西学生新人馬術大会　選手名簿（順不動）

第2競技　新人馬場馬術競技

JEF馬場馬術競技A2課目 2013(2018年更新版)

大学名 選手名（フリガナ） 馬匹名（フリガナ）

大阪市立大学

第55回　全関西学生馬術大会　選手名簿（順不同）

第1競技　馬場馬術競技A2課目

JEF馬場馬術競技A2課目 2013(2018年更新版)

同志社大学

ムコセレーノ

大学名 選手名（フリガナ） 馬匹名（フリガナ）

大阪府立大学

関西大学

関西学院大学

京都大学

同志社大学
ドリド

立命館大学

R.イレニオ

キブリヤーウ

ムコセレーノ武庫川女子大学

神戸大学



選手権出場意思

大阪市立大学 永井彩音（ナガイアヤネ） 杉颯（スギハヤテ） 〇

掛谷昂平（カケヤコウヘイ） 浪朝陽（ナミアサヒ） ×

木和田郁花（キワダフミカ） ×

藤井恵（フジイメグミ） 浪嵐（ナミアラシ） 〇

福島秀太（フクシマシュウタ） ×

西田空花（ニシダソラカ） ×

永合更良々（ナゴウサララ） 千駿（センシュン） ×

仁部泰夢（ニベタイム） ×

西村康良（ニシムラコウスケ） 千龍（センリュウ） ×

荒川将暉（アラカワマサキ） アドラブル・チャバリト ×

布村翼（ヌノムラツバサ） ×

岸田一聡（キシダイッソウ） 千幸（センコウ） 〇

丹野豪（タンノツヨシ） 千騅（センスイ） 〇

江藤駿（エトウシュン） 千優（センユウ） 〇

原田広夢（ハラダヒロム） 月空（ツキソラ） 〇

松下奈央（マツシタナオ） 月舞（ツキマイ） 〇

小林和貴（コバヤシカズキ） 月悠（ツキハル） 〇

横田華莉沙（ヨコタカリサ） 月望（ツキモチ） ×

佐々木玲雄（ササキレオ） 月飛鳥（ツキアスカ） ×

森田美菜（モリタミナ） ラインレグルス 〇

岩下直斗（イワシタナオト） 〇

菊地富太（キクチフウタ） ジャリスコ・アナヴァン 〇

山内海優（ヤマウチミユ） 〇

山畠龍一郎（ヤマハタリュウイチロウ） 〇

濱田朋希（ハマダトモキ） 凌星（リョウセイ） 〇

田中奈慧（タナカナエ） ミキノティータイム 〇

俵李伽（タワラモモカ） 〇

松山航大（マツヤマコウダイ） ロイヤルエルドール 〇

長野天祐（ナガノタカマサ） エキゾーストノート ×

幣内結衣（ヘイナイユイ） シャイニングライト 〇

夏井聖奈（ナツイセイナ） ×

高橋勇人（タカハシユウト） ×

武道芙紀（ブドウフキ） シロッコプラダ ×

田中蒼(タナカソウ) ×

城戸優希（キドユウキ） 龍晨（リュウシン） 〇

薬師うい（ヤクシウイ） 龍弾（リュウヒ） 〇

森本修平（モリモトシュウヘイ）龍瓔（リュウエイ） 〇

大井千帆（オオイチホ） 龍宮（リュウグウ） 〇

吉川郁人（ヨシカワイクト） 龍蘭（リュウラン） ×

第55回　全関西学生馬術大会　選手名簿（順不同）

立命館大学

カリエーレ

ビリーカート

フリーゾ

ヴェラ

メイサ

ブルーアース

ドリド

関西学院大学

関西大学（B)

関西大学（A)

京都産業大学（A)

第4競技　Lクラス障害飛越競技A（含む　選手権/女子選手権大会）

基準表A　238条2.1　【H-100cm以下/W-110cm以内】　

神戸大学

大学名 選手名（フリガナ） 馬匹名（フリガナ）

大阪府立大学（A)

ゾディアック

スフィーダ

同志社大学（A）

同志社大学（B）

BIZザミーラ

宙浪（ソラナミ）

千香（センコウ）



大阪府立大学 藤井恵（フジイメグミ） 浪嵐（ナミアラシ）

岸田一聡（キシダイッソウ） 千幸（センコウ）

丹野豪（タンノツヨシ） 千騅（センスイ）

江藤駿（エトウシュン） 千優（センユウ）

千龍（センリュウ）

千秀（センシュウ）

原田広夢（ハラダヒロム） 月望（ツキモチ）

月舞（ツキマイ）

月柚希（ツキユズキ）

小林和貴（コバヤシカズキ） 月悠（ツキハル）

佐々木玲雄（ササキレオ） 月飛鳥（ツキアスカ）

大西諒（オオニシリョウ） 京飛梅（キョウノトビウメ）

中村優作（ナカムラユウサク）

中村信清（ナカムラノブキヨ） ゴールドガンダム

濱田朋希（ハマダトモキ） 凌星（リョウセイ）

田中奈慧（タナカナエ） ミキノティータイム

田中李伽（タワラモモカ）

田中蒼（タナカソウ） ロイヤルエルドール

松山航大（マツヤマコウダイ）

高橋勇人（タカハシユウト） ヴィドック・デ・ラ・ポルカ

幣内結衣（ヘイナイユイ） シャイニングライト

薬師うい（ヤクシウイ） 龍弾（リュウヒ）

大井千帆（オオイチホ） 龍宮（リュウグウ）

大阪市立大学 永井彩音（ナガイアヤネ） 杉錨（スギイカリ）

福島秀太（フクシマシュウタ）

千香（センコウ）

永合更良々（ナゴウサララ） 千駿（センシュン）

荒川将暉（アラカワマサキ） アドラブル・チャバリト

布村翼（ヌノムラツバサ）

仁部泰夢（ニベタイム）

月桜（ツキサクラ）

月空（ツキソラ）

松下奈央（マツシタナオ）（OP) 月飛鳥（ツキアスカ）

北村研人（キタムラケント） レイトブルーマー

森田美菜（モリタミナ） アルフェラッツ

菊地富太（キクチフウタ） ゴールドコースト

山内海優（ヤマウチミユ） トオノ・パトラッシュ

山畠龍一郎（ヤマハタリュウイチロウ）

田中蒼（タナカソウ）

長野天祐（ナガノタカマサ） エキゾーストノート

高橋勇人（タカハシユウト）

夏井聖奈（ナツイセイナ）

シロッコプラダ

城戸優希（キドユウキ） 龍晨（リュウシン）

森本修平（モリモトシュウヘイ） 龍冥（リュウメイ）

吉川郁人（ヨシカワイクト） 龍蘭（リュウラン）

立命館大学

カリエーレ

S.ベロニカ

フリーゾ

ビリーカート

アルファルド

BIZザミーラ

ゾディアック

スフィーダ

ゼレナVDL

原田広夢（ハラダヒロム）
関西学院大学

京都大学

京都産業大学

武道芙紀（ブドウフキ）

同志社大学

第55回　全関西学生馬術大会　選手名簿（順不同）

大学名 選手名（フリガナ） 馬匹名（フリガナ）

関西大学

フィクシス

ドリド

ディアラ

第55回　全関西学生馬術大会　選手名簿（順不同）

第5競技　Mクラス障害飛越競技D

基準表A　238条2.1　【H-110cm以下/W-120cm以内】　

甲南大学

神戸大学

同志社大学

松下奈央（マツシタナオ）

西村康良（ニシムラコウスケ）

関西大学

関西学院大学

京都大学

京都産業大学

西田空花（ニシダソラカ）

立命館大学

第6競技　Mクラス障害飛越競技C　

基準表A　274条2.5　【H-120cm以下/W-130cm以内】

大学名 選手名（フリガナ） 馬匹名（フリガナ）



選手権出場意思

大阪市立大学 永井彩音（ナガイアヤネ）（OP) 杉旭（スギアサヒ） 〇

藤井恵（フジイメグミ） 浪嵐（ナミアラシ） 〇

大村美香（オオムラミカ） 浪奏（ナミカナタ） ×

松浦晴妃（マツウラハルヒ） 浪朝陽（ナミアサヒ） ×

岸田一聡（キシダイッソウ） 千秀（センシュウ） 〇

丹野豪（タンノツヨシ 千騅（センスイ） 〇

江藤駿（エトウシュン）（OP) 千優（センユウ） 〇

原田広夢（ハラダヒロム）（OP) 月桜（ツキサクラ） 〇

松下奈央（マツシタナオ）（OP) 月柚希（ツキユズキ） 〇

小林和希（コバヤシカズキ）（OP) 月悠（ツキハル） 〇

山田栞名（ヤマダカンナ） 月颯（ツキハヤテ） ×

田中知葉（タナカトモハ） 秋桜（コスモス） ×

湊亮佑（ミナトリョウスケ） トルバドゥール ×

森田美菜（モリタミナ）（ＯＰ） ラインレグルス 〇

岩下直斗（イワシタナオト）（ＯＰ） 〇

菊地富太（キクチフウタ）（ＯＰ） ジャリスコ・アナヴァン 〇

山内海優（ヤマウチミユ）（ＯＰ） 〇

山畠龍一郎(ヤマハタリュウイチロウ)（ＯＰ） 〇

濱田朋希（ハマダトモキ） 凌舞（リョウブ） 〇

田中奈慧（タナカナエ） ルールプロースパー 〇

俵李伽（タワラモモカ） 〇

松山航大（マツヤマコウダイ） メイショウジンム 〇

幣内結衣（ヘイナイユイ） シャイニングライト 〇

城戸優希（キドユウキ）（ＯＰ） 龍晨（リュウシン） 〇

薬師うい（ヤクシウイ）（ＯＰ） 龍弾（リュウヒ） 〇

森本修平(モリモトシュウヘイ)（ＯＰ） 龍瓔（リュウエイ） 〇

大井千帆（オオイチホ）（ＯＰ） 龍宮（リュウグウ） 〇

大阪府立大学 松浦晴妃（マツウラハルヒ） 宙浪（ソラナミ）

千騅（センスイ）

松村直季（マツムラナオキ） 千王（センオウ）

山田栞名（ヤマダカンナ） 月舞（ツキマイ）

横田華莉沙（ヨコタカリサ） 月望（ツキモチ）

田嶋宏隆（タジマヒロタカ） 京澄香（キョウノスミカ）

竹下清人（タケシタキヨヒト）

福田あみ（フクダアミ）

黒川まりあ（クロカワマリア） 龍宮（リュウグウ）

大村美香（オオムラミカ） 浪奏（ナミカナタ）

山田栞名（ヤマダカンナ） 月舞（ツキマイ）

横田華莉沙（ヨコタカリサ） 月望（ツキモチ）

中島佳奈（ナカジマカナ） フロストフラワー

大西凌馬（オオニシリョウマ） 凌明（リョウメイ）

武庫川女子大学 金子楓佳（カネコフウカ） ムコダズウェル

大学名

大学名 選手名（フリガナ） 馬匹名（フリガナ）

大阪府立大学

関西学院大学

第55回　全関西学生馬術大会　選手名簿（順不同）

第９競技　Ｌクラス障害飛越競技Ｂ　

基準表Ａ　238条2.1　【H-90cm以下/W-100cm以内】

第１０競技　Ｌクラス障害飛越競技Ｃ

基準表A　238条2.1　【H-80cm以下/W-90cm以内】

同志社大学

立命館大学

Ｓ.ベロニカ

キャンベラ

ゾディアック

第55回　全関西学生馬術大会　選手名簿（順不同）

大学名 選手名（フリガナ） 馬匹名（フリガナ）

関西大学
尼岸みなみ（アマギシミナミ）

京都大学

神戸大学

第55回　全関西学生馬術大会　選手名簿（順不同）

JUEF　学生選手権馬場馬術課目2018

関西学院大学

京都大学

第７競技馬場馬術競技B　（含む選手権/女子選手権大会）

神戸大学

同志社大学

立命館大学

ヴェラ

メイサ

ブルーアース

クインターナ

関西大学

関西学院大学

京都大学

京都産業大学

選手名（フリガナ） 馬匹名（フリガナ）

大阪府立大学



寺井悠人（テライユウト） 杉詩（スギウタ）

加納隆太（カノウリュウタ） 杉颯（スギハヤテ）

魚嶋惇平（ウオシマジュンペイ） 杉錨（スギイカリ）

石丸汐見（イシマルシオミ） 杉詩（スギウタ）

大江田慧（オオエダアキラ） 浪朝陽（ナミアサヒ）

奥村加奈（オクムラカナ） 宙浪（ソラナミ）

寺岡慶司（テラオケケイジ） 宙浪（ソラナミ）

八十巧海（ヤソタクミ） 浪朝陽（ナミアサヒ）

荒川真穂（アラカワマホ） 千豪（センゴウ）

井田風花（イダフウカ） 千功（センコウ）

吉本愛（ヨシモトメグ） 千歌（センカ）

鴛淵一憲（オシブチカズノリ） 千歌（センカ）

溝渕建太（ミゾブチケンタ） 月輪（ツキノワ）

矢川葉奈（ヤガワハナ） 月輪（ツキノワ）

中園さやか（ナカゾノサヤカ） 月望（ツキモチ）

守屋凛（モリヤリン） 月颯（ツキハヤテ）

種田匠眞（タネダナルマ） フロストフラワー

古屋朋樹（フルヤトモキ） 京飛梅(キョウノトビウメ)

高橋良治（タカハシリョウジ）

大西凌馬（オオニシリョウマ） 凌星（リョウセイ）

岩田遼（イワタリョウ） 凌響（リョウキョウ）

半田周汰（ハンダシュウタ） 凌響（リョウキョウ）

北井のどか（キタイノドカ） ロイヤルエルドール

中村花梨（ナカムラカリン）

増田悠里（マスダユリ） シャイニングライト

後藤未佳（ゴトウミカ） エキゾーストノート

森本峻介（モリモトシュンスケ） 龍宮（リュウグウ）

毛利優菜（モウリユウナ） 龍瓔（リュウエイ）

袖山優芽（ソデヤマユメ） 龍弾（リュウヒ）

ドリド

神戸大学

同志社大学

立命館大学

第51回　関西学生新人馬術大会　選手名簿（順不動）

大学名 選手名（フリガナ） 馬匹名（フリガナ）

大阪市立大学

大阪府立大学

関西大学

関西学院大学

京都大学

キャンベラ

第１１競技　新人障害馬術競技　

基準表A　238条2.1　【H-80cm以下/W-90cm以内】



選手名（センシュメイ）

岸田　一聡（キシダイッソウ）　

江藤　駿（エトウシュン）

丹野　豪（タンノツヨシ）

原田　広夢（ハラダヒロム）

小林　和貴（コバヤシカズキ）

岩下　直斗（イワシタナオト）

山畠　龍一郎（ヤマハタリュウイチロウ）

菊地　富太（キクチフウタ）

濱田　朋希（ハマダトモキ）

松山　航大（マツヤマコウダイ）

城戸　優希（キドユウキ）

森本　修平（モリモトシュウヘイ）

選手名（センシュメイ）

永井　彩音（ナガイアヤネ）

藤井　恵（フジイメグミ）

松下　奈央（マツシタナオ）

森田　美菜（モリタミナ）

山内　海優（ヤマウチミユ）

俵　李伽（タワラモモカ）

田中　奈慧（タナカナエ）

幣内　結衣（ヘイナイユイ）

薬師　うい（ヤクシウイ）

大井　千帆（オオイチホ）

第５８回　関西学生馬術選手権大会

出場選手（順不同）

大学名

大学名

出場選手（順不同）

第５６回　関西学生馬術女子選手権大会

関西学院大学

関西大学

立命館大学

立命館大学

同志社大学

神戸大学

京都産業大学

大阪市立大学

大阪府立大学

関西学院大学

京都産業大学

同志社大学
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