
No. 選手名 馬匹名 所属 開始予定時刻

1 福原 直紀（OP) 杉凪 大阪市立大学 8:00

2 奥谷 仁智(OP) ジェミニ 京都産業大学 8:06

3 加藤 若葉 月旭 関西学院大学 8:12

4 片山 翼 杉小町 大阪市立大学 8:18

5 小谷 篤　 エキゾーストノート 同志社大学 8:24

6 朴 勝弘 杉空 大阪市立大学 8:30

7 尾浪 蒼 月颯 関西学院大学 8:36

8 三鍋 尚史 京皐月 京都大学 8:42

9 中野 朝香 凌響 神戸大学 8:48

10 國井 ウィグドール 摩耶 月輪 関西学院大学 8:54

11 植村 沙耶 杉小町 大阪市立大学 9:00

12 奥藤 涼介 凌倖 神戸大学 9:06

13 田中 寛野 凌悠 神戸大学 9:32

14 岡西 祐吾 ホワイトベル 同志社大学 9:38

15 永井 秀弥 杉凪 大阪市立大学 9:44

16 加納 拓都 龍玖 立命館大学 9:50

17 坂口 綾音 凌姫 神戸大学 9:56

18 堀 美沙樹 フェイバータッチ 京都大学 10:02

19 瀬迫 大智 凌倖 神戸大学 10:08

20 下平 佳織 メイショウジンム 同志社大学 10:14

21 小山 奈緒 アイリ 京都大学 10:20

22 植村 沙耶 杉旭 大阪市立大学 10:26

23 伊藤 拓真 凌悠 神戸大学 10:32

開始予定時刻　2016/8/27　8:00

JEF馬場馬術競技A2課目2013

10分休憩

第1競技　馬場術競技C

第48回関西学生自馬馬術大会



No. 選手名 馬匹名 所属 開始予定時刻

1 不破 一之 凌響 神戸大学 8:00

2 岡村 季芽 杉詩 大阪市立大学 8:08

3 井澤 未沙紀 瑞浪 大阪府立大学 8:15

4 寒川 華愛 月棗 関西学院大学 8:23

5 清水 悠太郎 杉旭 大阪市立大学 8:30

6 布村 彩夏 凌悠 神戸大学 8:38

7 神田 哲大 浪昴 大阪府立大学 8:45

8 伊達 潤一 龍咲 立命館大学 8:53

9 小林 夏実 伊耶浪 大阪府立大学 9:10

10 岩崎 暖 杉詩 大阪市立大学 9:18

11 高野 有人 浪影 大阪府立大学 9:25

12 岡村 季芽 杉旭 大阪市立大学 9:33

13 児玉 阿子 ラヴミー 同志社大学 9:40

14 岩見 朱偉 月聡 関西学院大学 9:48

15 舟本 あゆ 宙浪 大阪府立大学 9:55

16 増江 りさ キャンベラ 京都大学 10:03

開始予定時刻　2016/8/27　8:00

全日本学生馬術連盟制定　学生選手権馬場馬術課目2000

10分休憩

第2競技　馬場馬術競技B

第48回関西学生自馬馬術大会



No. 選手名 馬匹名 所属 開始予定時刻

1 福島 星香 Cセリカ 同志社大学 11:20

2 前野 友香 サジッタ 京都産業大学 11:28

3 池田 桃子 ラタミールトーマ 同志社大学 11:36

4 田村 明日香 月輪 関西学院大学 11:44

5 山口 千尋 ジペット・ディ・グラル 同志社大学 12:02

6 村上 寧々 龍玖 立命館大学 12:10

7 河野 雄大 ジェミニ 京都産業大学 12:18

8 島田 侑奈 ラヴミー 同志社大学 12:26

開始予定時刻　2016/8/27 11:20

JEF馬場術競技L1課目2013
第3競技　馬場馬術競技A

第48回関西学生自馬馬術大会



No. 選手名 馬匹名 所属

1 牧野 弘暉 千雄 関西大学

2 井通 寛太 凌姫 神戸大学

3 酒井 佑輔 杉詩 大阪市立大学

4 手繰 咲季 月旭 関西学院大学

5 上 龍一 千王 関西大学

6 秋永 晃一 浪影 大阪府立大学

7 小林 彩花 ドリド 同志社大学

8 小淵 琴 京皐月 京都大学

9 大澤 貴之 レオニード 京都産業大学

10 瀧野 俊一 千宝 関西大学

11 川上 滉太 凌姫 神戸大学

12 佐野 有希 アグネスドーン 同志社大学

13 津田 英亮 杉詩 大阪市立大学

14 木村 春陽 千秀 関西大学

15 牧ヶ谷 佳佑 アイリ 京都大学

16 田中 敦也 月旭 関西学院大学

17 尾崎 洸紀 ホワイトベル 同志社大学

18 高森 崚 千雄 関西大学

19 菊池 祥一朗 浪耀 大阪府立大学

20 矢下 大登 杉椿 大阪市立大学

21 芝好 奈菜 千王 関西大学

22 横木 菜々子 ラヴミー 同志社大学

23 藤山 諒太 凌姫 神戸大学

24 若狭 達也 京皐月 京都大学

25 上河 美穂 ブルーアース 京都産業大学

26 前原 太陽 千宝 関西大学

27 赤井 健二 浪影 大阪府立大学

28 小山 ひとみ 杉詩 大阪市立大学

29 天本 悠太郎 龍咲 立命館大学

30 中村 優華 千雄 関西大学

31 藤井 遥平 月聡 関西学院大学

32 中村 文香 アイリ 京都大学

33 河内 真希 千王 関西大学

34 山崎 やよい 凌姫 神戸大学

35 岸 萌音 ラタミールトーマ 同志社大学

36 山本 彩夏 サジッタ 京都産業大学

37 本田 優花 千宝 関西大学

開始予定時刻　2016/8/27 13:30

初級者（ 20 鞍～ 50 鞍程度） を対象 とした ローカル競技

第4競技 ジムカーナ競技

第48回関西学生自馬馬術大会



No. 選手名 馬匹名 所属 資格

1 増江 りさ(OP) キャンベラ 京都大学 ○

2 藤本 晃(OP) 浪耀 大阪府立大学 ○

3 中村 千春(OP) 甲愛 甲南大学

4 荒木 梨花(OP) メイショウジンム 同志社大学 ○

5 不破 一之(OP) 凌響 神戸大学 ○

6 藤沢 里夏 千雄 関西大学

7 杉本 美優 浪昴 大阪府立大学

8 山口 千尋(OP) ジペット・ディ・グラル 同志社大学 ○

9 岩崎 暖 杉椿 大阪市立大学

10 尾浪 蒼 月颯 関西学院大学

11 明石 良平 千秀 関西大学

12 朴 勝弘 杉泰 大阪市立大学

13 前田 裕介 瑞浪 大阪府立大学

14 奥藤 涼介 凌倖 神戸大学

15 廣瀬 玲奈 ホワイトベル 同志社大学 ○

16 山平 伊織(OP) 甲愛 甲南大学

17 村上 寧音 龍弾 立命館大学 ○

18 出田 貴大 千豪 関西大学

19 布村 彩夏 凌悠 神戸大学

20 植村 沙耶 杉詩 大阪市立大学

21 加藤 若葉 月棗 関西学院大学 ○

22 渡辺 琢斗 伊耶浪 大阪府立大学

23 児玉 阿子 ドリド 同志社大学

24 渡邊 穂香 千王 関西大学

25 丸山 悟 浪耀 大阪府立大学

26 薄木 裕也 アイリ 京都大学 ○

27 片山 翼 杉泰 大阪市立大学

28 岩見 朱偉 月聡 関西学院大学

29 前野 友香 ブルーアース 京都産業大学 ○

30 尾上 舞衣 アグネスドーン 同志社大学

WD 朴 勝弘 杉空 大阪市立大学

開始予定時刻　2016/8/28　7:30

基準表 A 238 条 2.1 【H-80cm以下 /W -90 cm 以内】
第5競技 障害飛越競技C

第48回関西学生自馬馬術大会



No. 選手名 馬匹名 所属 資格

1 柳井 万由子(OP) ラヴミー 同志社大学 ○

2 増江 りさ キャンベラ 京都大学 ○

3 清水 悠太郎 杉詩 大阪市立大学 ○

4 福留 健志(OP) 千翔 関西大学 ○

5 田村 明日香 月颯 関西学院大学 ○

6 永井 秀弥 杉椿 大阪市立大学 ○

7 小谷 篤 エキゾーストノート 同志社大学 ○

8 中村 千春 甲愛 甲南大学

9 鈴木 萌恵 千功 関西大学

10 宇山 裕 Cセリカ 同志社大学

11 神田 哲大 浪昴 大阪府立大学 ○

12 藤原 美奈子 千秀 関西大学 ○

13 坂田 美和 凌翼 神戸大学 ○

14 岡村 季芽 杉詩 大阪市立大学 ○

15 北村 茂生 千翔 関西大学 ○

16 芦田 真由 ホワイトベル 同志社大学

17 河野 雄大 レオニード 京都産業大学 ○

18 岸野 慧 千豪 関西大学 ○

19 島田 侑奈 ラヴミー 同志社大学 ○

20 山平 伊織 甲愛 甲南大学

21 林 美緒 千駿 関西大学

22 清水 悠太郎 杉椿 大阪市立大学 ○

23 中村 暢宏(OP) アイリ 京都大学 ○

24 寒川 華愛 月棗 関西学院大学 ○

25 磯野 風良 千雄 関西大学 ○

26 光岡 玲音 伊耶浪 大阪府立大学

27 中村 優太 エキゾーストノート 同志社大学 ○

28 伊達 潤一 龍咲 立命館大学

29 原 名月(OP) 千騅 関西大学 ○

第48回関西学生自馬馬術大会

開始予定時刻　2016/8/28 9:30

基準表 A 238 条 2. 1【H-100cm以下 /W -110cm以内】
第6競技 障害飛越競技B



No. 選手名 馬匹名 所属 資格

1 小西 凌太郎(OP) ブルーアース 京都産業大学 ○

2 奥谷 仁智(OP) レオニード 京都産業大学 ○

3 岩田 優香 ラタミールトーマ 同志社大学

4 赤松 朋樹 千宝 関西大学 ○

5 古山 明恵 凌妃 神戸大学 ○

6 山口 千尋 アグネスドーン 同志社大学 ○

7 佐藤 幸一 瑞浪 大阪府立大学 ○

8 酒井 夏鈴 千功 関西大学 ○

9 不破 一之 凌翼 神戸大学 ○

10 福島 星香 ドリド 同志社大学 ○

11 加納 拓人 龍弾 立命館大学 ○

12 川元 喬瑛 千宝 関西大学 ○

13 渡邊 仁貴 ラタミールトーマ 同志社大学

基準表 A 238 条 2. 1【H-110cm以下 /W -120cm以内】

開始予定時刻　2016/8/28 11:10

第48回関西学生自馬馬術大会
第7競技 障害飛越競技A


