
開始予定時刻

No 選手名 馬匹名 所属
1 兼保　大輝 凌霜 神戸大学
2 三宅　一生 ドン・ミラクル 近畿大学
3 山宮　拓馬 駒王丸 京都大学
4 古山　明恵 凌妃 神戸大学
5 荒木　梨花 ラヴミー
6 山口　千尋 アグネスドーン
7 縄田　雄飛 ホワイトベル
8 田中　一希 エキゾーストノート
9 黒川　ウェリントン　力 千功
10 磯野　風良 千王
11 川元　喬瑛 千宝
12 広川　英峻 千豪
13 上原　慎也 千秀
14 大西　央海 ユーエフオー
15 高嶋　洋子 ゴールドガンダム
16 西端　将展 甲輝
17 安田　公翼 フローズンダイヤモンド
18 下谷田　翼 月飛鳥
19 寒川　華愛 月雅
20 田村　明日香 月聡
21 白井　陽菜 月洋
22 伊福　翔大 月将
23 松永　晴太 トオノ・パトラッシュ
24 小西　凌太郎 ジャリスコアナヴァン
25 石丸　千愛季 ブルーアース
26 奥谷　仁智 レオニード
27 石田　奈美恵 デルフィナス
28 乾　暉昇 浪嵐
29 神田　哲大 宙浪
30 土居　駿也 浪昴
31 佐藤　幸一 瑞浪
32 渡辺　琢斗 伊耶浪

33 杉本　葵生 トムボーラ
34 吉川　京太 ウェンデル
35 柳井　万由子 ゾディアック
36 荒木　梨花 ミスティカル
37 福留　健志 千翔
38 中村　大樹 プーカ
39 黒川　ウェリントン　力 オマージュ
40 赤松　朋樹 千雄
41 松水　優斗 千駿
42 岡林　蘭丸 龍弾
43 菱田　遥 龍晨
44 丹羽　れい 龍緑
45 森　美佐 龍咲
46 山下　百合子 龍瑪
47 大西　央海 甲愛
48 西端　将展 レールスプリッタ―
49 安田　公翼 甲太郎
50 米澤　俊介 鷲甲
51 田村　明日香 月颯
52 白井　陽菜 月棗
53 下谷田　翼 月舞
54 伊福　翔大 月桜
55 長谷川　倫太郎 トト
56 小西　凌太郎 ブオーテス
57 松永　晴太 フォルナックスⅡ
58 石田　奈美恵 ジアース
59 福島　星香 ドリド
60 縄田　雄飛 クインターナ
61 杉本　葵生 コンエアー
62 吉川　京太 ラタミールトーマ
63 原　名月 キャットウィーズルＢ　
64 松水　優斗 ピトロリーナ
65 中村　大樹 千幸
66 福留　健志 千嵐
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10分休憩
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第51回　全関西学生馬術大会

大阪府立大学

第1競技　Lクラス障害飛越競技A
基準表A　２３８条2.1【H-100cm以下/W-110cm以内】

平成28年5月3日
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開始予定時刻

No 選手名 馬匹名 所属
1 黒川　ウェリントン　力 千功 関西大学
2 下谷田　翼 月飛鳥 関西学院大学
3 吉川　京太 アグネスドーン 同志社大学
4 丹羽　れい 龍緑 立命館大学
5 石丸　千愛季 ブルーアース 京都産業大学
6 伊福　翔大 月将 関西学院大学
7 上原　慎也 千秀 関西大学
8 乾　暉昇 浪嵐 大阪府立大学
9 菱田　遥 龍晨 立命館大学
10 白井　陽菜 月洋 関西学院大学
11 縄田　雄飛 ホワイトベル 同志社大学
12 西端　将展 鷲甲 甲南大学
13 松水　優斗 千駿 関西大学
14 田中　一希 エキゾーストノート 同志社大学
15 下谷田　翼 月舞 関西学院大学
16 小西　凌太郎 ジャリスコアナヴァン 京都産業大学
17 神田　哲大 宙浪 大阪府立大学
18 山下　百合子 龍輝 立命館大学
19 伊福　翔大 月桜 関西学院大学
20 広川　英峻 千豪 関西大学
21 福島　星香 ドリド 同志社大学
22 松永　晴太 フォルナックスⅡ 京都産業大学
23 安田　公翼 甲太郎 甲南大学
24 福留　健志 千翔 関西大学
25 森　美佐 龍咲 立命館大学
26 白井　陽菜 月雅 関西学院大学

第51回　全関西学生馬術大会
第２-１競技　複合馬術競技 [障害飛越（ダービー）]
基準表A　538条　　【H-110cm以下/W-120cm以内】

平成28年5月4日



開始予定時刻 平成28年5月4日

No 選手名 馬匹名 所属
1 吉川　京太 ラタミールトーマ 同志社大学
2 黒川　ウェリントン　力 千功 関西大学
3 白井　陽菜 月洋 関西学院大学
4 奥谷　仁智 レオニード 京都産業大学
5 荒木　梨花 ラヴミー 同志社大学
6 上原　慎也 千秀 関西大学
7 藤本　晃 浪大和 大阪府立大学
8 縄田　雄飛 ホワイトベル 同志社大学
9 伊福　翔大 月将 関西学院大学
10 中村　大樹 プーカ 関西大学
11 三宅　一生 ドン・ミラクル 近畿大学
12 杉本　葵生 トムボーラ 同志社大学
13 広川　英峻 千豪 関西大学
14 下谷田　翼 月舞 関西学院大学
15 山口　千尋 アグネスドーン 同志社大学
16 西端　将展 甲輝 甲南大学
17 福留　健志 千翔 関西大学
18 伊福　翔大 月桜 関西学院大学
19 佐藤　幸一 瑞浪 大阪府立大学
20 福島　星香 ドリド 同志社大学
21 黒川　ウェリントン　力 オマージュ 関西大学

第3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】

第51回　全関西学生馬術大会



開始予定時刻 平成28年5月4日

No 選手名 馬匹名 所属
1 岡林　蘭丸 龍弾 立命館大学
2 長谷川　倫太郎 トト 京都産業大学
3 松水　優斗 千駿 関西大学
4 柳井　万由子 ゾディアック 同志社大学
5 大西　央海 ユーエフオー 甲南大学
6 丹羽　れい 龍緑 立命館大学
7 吉川　京太 ウェンデル 同志社大学
8 中村　大樹　 千幸 関西大学
9 下谷田　翼 月飛鳥 関西学院大学
10 菱田　遥 龍晨 立命館大学
11 小西　凌太郎 ブオーテス 京都産業大学
12 原　名月 キャットウィーズルＢ　 関西大学
13 高嶋　洋子 ゴールドガンダム 甲南大学
14 縄田　雄飛 クインターナ 同志社大学
15 山下　百合子 龍瑪 立命館大学
16 福留　健志 千嵐 関西大学
17 石田　奈美恵 ジアース 京都産業大学
18 安田　公翼 フローズンダイヤモンド 甲南大学
19 荒木　梨花 ミスティカル 同志社大学
20 岡林　蘭丸 龍冥 立命館大学
21 松永　晴太 トオノ・パトラッシュ 京都産業大学
22 松水　優斗 ピトロリーナ 関西大学
23 杉本　葵生 コンエアー 同志社大学

第51回　全関西学生馬術大会
第４競技　Mクラス障害飛越競技C

基準表A　238条2.2（American J.O.）【H-120cm以下/W-130cm以内】



開始予定時刻 平成28年5月4日

No 選手名 馬匹名 所属 開始予定時刻
1 堀美　沙樹 メテオラ 京都大学 9:30
2 岡村　季芽 杉小町 大阪市立大学 9:36
3 丸山　悟 浪昴 大阪府立大学 9:42
4 加藤　若葉 月颯 関西学院大学 9:48
5 奥藤　涼介 凌悠 神戸大学 9:54
6 中村　優太 ジペット・ディ・グラル 同志社大学 10:00
7 白土　健太郎 京楓 京都大学 10:06
8 永井　秀弥 杉椿 大阪市立大学 10:12
9 三村　勇人 サジッタ 京都産業大学 10:18
10 不破　一之 凌響 神戸大学 10:24

11 伊達　潤一 龍咲 立命館大学 10:40
12 八津川　こなみ 浪昴 大阪府立大学 10:46
13 藤井　優奈 フェイバータッチ 京都大学 10:52
14 尾浪　蒼 月棗 関西学院大学 10:58
15 岩崎　暖 杉詩 大阪市立大学 11:04
16 坂田　美和 凌霜 神戸大学 11:10
17 柏原　竜太 ライオネット 京都産業大学 11:16
18 村上　寧々 龍旺 立命館大学 11:22
19 日尾　守 アイリ 京都大学 11:28
20 林　尚輝 杉空 大阪市立大学 11:34

21 廣瀬　玲奈 Cセリカ 同志社大学 12:00
22 山本　茉由 千雄 関西大学 12:06
23 島田　眞璃亜 月輪 関西学院大学 12:12
24 榊原　千尋 トルバドゥール 京都大学 12:18
25 植村　沙耶 杉小町 大阪市立大学 12:24
26 岡西　祐吾 エキゾーストノート 同志社大学 12:30
27 中谷　安奈 凌悠 神戸大学 12:36
28 臧　雨竹 京欅 京都大学 12:42
29 宮脇　健也 龍玖 立命館大学 12:48

30 高野　有人 瑞浪 大阪府立大学 13:04
31 朴　勝弘 杉椿 大阪市立大学 13:10
32 光岡　玲音 伊耶浪 大阪府立大学 13:16
33 乗松　慧 京楓 京都大学 13:22
34 佐藤　将馬 ヴァルゴ 京都産業大学 13:28
35 石川　ミラ 月旭 関西学院大学 13:34
36 片山　翼 杉詩 大阪市立大学 13:40
37 森川　毅 フェイバータッチ 京都大学 13:46
38 宮坂　智穂 アバンタージュ 近畿大学 13:52

第４７回　関西学生新人馬術大会
第5競技　新人馬場馬術競技

　JEF馬場馬術競技A２課目2013

10分休憩

10分休憩

20分休憩



開始予定時刻 平成28年5月4日

No 選手名 馬匹名 所属 開始予定時刻
1 河野　雄大 サジッタ 京都産業大学 15:00
2 菱田　遥 龍舞 立命館大学 15:08
3 長谷川　倫太郎 ライオネット 京都産業大学 15:16
4 縄田　雄飛 Cセリカ 同志社大学 15:24
5 奥谷　仁智 ヘヴンリィ 京都産業大学 15:32
6 森　美佐 龍踊 立命館大学 15:40
7 下谷田　翼 月夢 関西学院大学 15:48

8 杉本　桜子 ヴァルゴ 京都産業大学 16:06
9 山下　百合子 龍駿 立命館大学 16:14
10 黒川　ウェリントン　力 千蘭 関西大学 16:22
11 石田　奈美恵 マーキュリー 京都産業大学 16:30
12 丹羽　れい 龍旺 立命館大学 16:38
13 濵砂　佳奈子 リフレクションⅠ 京都産業大学 16:46

開始予定時刻 平成28年5月4日

No 選手名 馬匹名 所属 開始予定時刻
1 藤沢　里夏 千王 関西大学 15:00
2 後藤　裕樹 京楓 京都大学 15:08
3 池田　桃子 クインターナ 同志社大学 15:15
4 寒川　華愛 月輪 関西学院大学 15:23
5 高嶋　洋子 チキータ 甲南大学 15:30
6 鶴見　侑大 トルバドゥール 京都大学 15:38
7 兼保　大輝 凌霜 神戸大学 15:45
8 渡邊　穂香 千宝 関西大学 15:53

9 大崎　滉平 杉旭 大阪市立大学 16:10
10 前野　友香 ジアース 京都産業大学 16:18
11 山口　千尋 ジペット・ディ・グラル 同志社大学 16:25
12 岡林　蘭丸 龍玖 立命館大学 16:33
13 古山　明恵 凌悠 神戸大学 16:40
14 北方　美穂 月聡 関西学院大学 16:48
15 明石　良平 千雄 関西大学 16:55
16 寒川　綾乃 京欅 京都大学 17:03
17 清水　晶子 コスミックC 同志社大学 17:10

第51回　全関西学生馬術大会

第51回　全関西学生馬術大会
第6競技　馬場馬術競技A

10分休憩

第7競技　馬場馬術競技B
JEF馬場馬術競技　Ｌ１課目2013

JUEF学生賞典馬場馬術課目2010

10分休憩



開始予定時刻 平成28年5月5日

No 選手名 馬匹名 所属
1 福留　健志 千騎 関西大学
2 島田　侑奈 ラヴミー 同志社大学
3 岩見　朱偉 月洋 関西学院大学
4 舟本　あゆ 宙浪 大阪府立大学
5 蒔田　涼 龍輝 立命館大学
6 出田　貴大 千王 関西大学
7 岩田　優香 ラタミールトーマ 同志社大学
8 清水　悠太郎 杉詩 大阪市立大学
9 田村　明日香 月舞 関西学院大学
10 松水　優斗 千次郎 関西大学
11 大倉　徹也 メテオラ 京都大学
12 芦田　真由 エキゾーストノート 同志社大学
13 寒川　華愛 月雅 関西学院大学
14 酒井　夏鈴 千功 関西大学
15 前野　友香 トト 京都産業大学
16 三宅　一生 アバンタージュ 近畿大学
17 杉本　美優 浪昴 大阪府立大学
18 小谷　篤 ホワイトベル 同志社大学
19 藤原　美奈子 千秀 関西大学
20 北方　美穂 月颯 関西学院大学
21 井澤　未沙紀 瑞浪 大阪府立大学
22 山宮　拓馬 駒王丸 京都大学
23 鈴木　萌恵 千雄 関西大学
24 藤尾　昴司 ドリド 同志社大学
25 岩見　朱偉 月聡 関西学院大学
26 岸野　慧 千豪 関西大学
27 山本　伸也 フロストフラワー 京都大学
28 渡邊　仁貴 アグネスドーン 同志社大学
29 中村　大樹 千騅 関西大学
30 田村　明日香 月飛鳥 関西学院大学
31 小林　夏実 伊耶浪 大阪府立大学
32 野間　真照 千宝 関西大学
33 加納　拓都 龍弾 立命館大学
34 芦田　真由 ゼレナVDL 同志社大学
35 寒川　華愛 月棗 関西学院大学
36 林　美緒 千駿 関西大学
37 清水　悠太郎 杉泰 大阪市立大学
38 薄木　裕也 アイリ 京都大学
39 吉川　京太 ジャック・スパロウ 同志社大学
40 北方　美穂 月将 関西学院大学
41 北村　茂生 千翔 関西大学

第51回　全関西学生馬術大会

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B



開始予定時刻 平成28年5月5日

No 選手名 馬匹名 所属
1 福留　健志 千幸 関西大学
2 柳井　万由子 ゾディアック 同志社大学
3 黒川　ウェリントン　力 千駿 関西大学
4 安田　公翼 フローズンダイヤモンド 甲南大学
5 松水　優斗 ピトロリーナ 関西大学
6 荒木　梨花 ミスティカル 同志社大学
7 原　名月 キャットウィーズルＢ　 関西大学
8 縄田　雄飛 クインターナ 同志社大学
9 福留　健志 千嵐 関西大学

開始予定時刻 平成28年5月5日

No 選手名 馬匹名 所属
1 杉本　葵生 コンエアー 同志社大学
2 岡林　蘭丸 龍冥 立命館大学
3 吉川　京太 ウェンデル 同志社大学
4 下谷田　翼 月飛鳥 関西学院大学
5 杉本　葵生 トムボーラ 同志社大学
6 菱田　遥 龍晨 立命館大学

基準表A　238条2.2（Normal J.O.）【H-130cm以下/W-140cm以内】

第51回　全関西学生馬術大会
第8競技　Mクラス障害飛越競技BⅠ(JEF公認競技）

基準表A　238条2.2（Normal J.O.）【H-130cm以下/W-140cm以内】

第51回　全関西学生馬術大会
第9競技　Mクラス障害飛越競技BⅡ



開始予定時刻 平成28年5月5日

No 選手名 馬匹名 所属
1 朴　勝弘 杉泰 大阪市立大学
2 廣瀬　玲奈 ラヴミー 同志社大学
3 坂田　美和 凌翼 神戸大学
4 丸山　悟 浪昴 大阪府立大学
5 小藪　かおり ゴールドガンダム 甲南大学
6 柳澤　俊介 駒王丸 京都大学
7 三村　勇人 デルフィナス 京都産業大学
8 尾浪　蒼 月棗 関西学院大学
9 伊達　潤一 龍咲 立命館大学
10 尾上　舞衣 アグネスドーン 同志社大学
11 山本　茉由 千雄 関西大学
12 中村　千春 甲愛 甲南大学
13 永井　秀弥 杉椿 大阪市立大学
14 布村　彩夏 凌妃 神戸大学
15 佐藤　将馬 ブオーテス 京都産業大学
16 岡西　祐吾 エキゾーストノート 同志社大学
17 林　尚輝 杉詩 大阪市立大学
18 加藤　若葉 月颯 関西学院大学

19 奥藤　涼介 凌悠 神戸大学
20 石田　裕之 甲愛 甲南大学
21 高野　有人 瑞浪 大阪府立大学
22 片山　翼 杉泰 大阪市立大学
23 柏原　竜太 フォルナックスⅡ 京都産業大学
24 森川　葵 ドリド 同志社大学
25 村上　寧々 龍緑 立命館大学
26 小山　奈緒 フロストフラワー 京都大学
27 不破　一之 凌翼 神戸大学
28 岩崎　暖 杉椿 大阪市立大学
29 島田　眞璃亜 月聡 関西学院大学
30 山平　伊織 甲太郎 甲南大学
31 中村　優太 ラタミールトーマ 同志社大学
32 光岡　玲音 伊耶浪 大阪府立大学
33 宮脇　健也 龍瑪 立命館大学
34 岡村　季芽 杉詩 大阪市立大学
35 中野　朝香 凌妃 神戸大学
36 多田　智香子 ドン・ミラクル 近畿大学

第４７回　関西学生新人馬術大会
第11競技　新人障害飛越競技

基準表A　238条2.2（Normal J.O.）【H-80cm以下/W-90cm以内】

10分休憩


