
開始予定時刻 2020/9/18 12:00

No． 選手名 馬番 馬匹名 所属

1 本田 正博 37 ディアラ 同志社大学

2 原田 広夢 73 月桜 関西学院大学

3 布村 翼 69 フリーゾ 関西大学

4 山畠 龍一郎 53 アルファルド 京都産業大学

5 西田 空花 68 千香 関西大学

6 森本 修平 4 龍冥 立命館大学

7 松下 奈央 72 月飛鳥 関西学院大学

8 永井 彩音 16 杉錨 大阪市立大学

9 荒川 将暉 67 アドラブル・チャバリト 関西大学

10 佐藤 将馬 41 トオノパトラッシュ 京都産業大学

11 城戸 優希 7 龍晨 立命館大学

12 仁部 泰夢 63 ビリーカート 関西大学

13 縄田 雄飛 38 ヴィドック・デ・ラ・ポルカ 同志社大学

14 菊地 富太 49 ゴールドコースト 京都産業大学

15 原田 広夢 78 月空 関西学院大学

16 西田 空花 59 S.ベロニカ 関西大学

17 本田 正博 33 ゼレナVDL 同志社大学

【H-120cm以下/W-130cm以内】

第55回 全関西学生馬術大会
第55回 関西学生賞典障害馬術大会

トレーニング障害飛越Ⅰ



No． 選手名 馬番 馬匹名 所属

1 原田 広夢 76 月望 関西学院大学

2 西村 康良 65 千秀 関西大学

3 山内 海優 52 メイサ 京都産業大学

4 松下 奈央 74 月舞 関西学院大学

5 大西 諒 89 京飛梅 京都大学

6 中村 信清 95 ゴールドガンダム 甲南大学

7 中村 優作 46 フィクシス 京都産業大学

8 岸田 一聡 56 千幸 関西大学

9 濱田　朋希 20 凌星 神戸大学

10 山畠　龍一郎 44 ブルーアース 京都産業大学

11 北村 研人 91 レイトブルーマー 京都大学

12 原田 広夢 71 月悠 関西学院大学

13 西村 康良 66 千龍 関西大学

14 松下 奈央 77 月柚希 関西学院大学

開始予定時刻   トレーニング障害飛越Ⅰが終わり次第

【H-100cm以下/W-110cm以内】

第55回 全関西学生馬術大会
第55回 関西学生賞典障害馬術大会

トレーニング障害飛越Ⅱ



No． 選手名 馬番 馬匹名 所属

1 渡邊 健介 84 浪奏 大阪府立大学

2 永井 彩音 17 杉颯 大阪市立大学

3 城坂 千鶴 1 ムコダズウェル 武庫川女子大学

4 山宮 拓馬 94 京澄香 京都大学

5 酒井 佑輔 14 杉詩 大阪市立大学

6 中谷 彩夏 57 千王 関西大学

7 原田 広夢 75 月輪 関西学院大学

8 菊地 富太 39 ジャリスコ アナヴァン 京都産業大学

9 藤山 諒太 21 凌響 神戸大学

10 田中 蒼 29 ロイヤルエルドール 同志社大学

11 森田 美菜 51 ラインレグルス 京都産業大学

12 田嶋 宏隆 94 京澄香 京都大学

13 大西 凌馬 20 凌明 神戸大学

14 横田 華莉沙 70 月颯 関西学院大学

15 布村 翼 64 千歌 関西大学

16 岩下 直斗 43 ヴェラ 京都産業大学

17 大村 美香 84 浪奏 大阪府立大学

18 加納 隆大 17 杉颯 大阪市立大学

19 金子 楓佳 1 ムコダズウェル 武庫川女子大学

20 中島 佳奈 86 フロストフラワー 京都大学

21 寺井 悠人 14 杉詩 大阪市立大学

第55回 全関西学生馬術大会
第55回 関西学生賞典障害馬術大会

トレーニング障害飛越Ⅲ

【H-80cm以下/W-90cm以内】

開始予定時刻   トレーニング障害飛越Ⅱが終わり次第


