
第 92回関東学生馬術選手権大会 
開催日：2020年 12月 17日(木)～12月 20日(日) 

開催地：御殿場市馬術・スポーツセンター 

 

選手権 一回戦 結果 

順位 氏名 大学名 馬名 総タイム 

第 1位 小山 翔 東京農工大学 煌風 63.46 

第 2位 平山 直人 日本大学 桜閃 63.74 

 第 3位  吉鶴 涼太郎 東京農業大学 スーパーソニック 66.52 

第 4位 石津 歌也 明治大学 パトリシアM 67.20 

第 5位 友松 円理 慶応義塾大学 慶楼 67.36 

第 9位 黒澤 莉央 東京農業大学 ホーリープレインチパラ 68.57 

第 10位 鈴木 大翔 東京農業大学 ルパン Jr. 68.83 

 

選手権 二回戦 結果 

順位 氏名 大学名 馬名 平均得点 

第 1位 楠本 將斗 日本大学 桜里 45.0 

第 2位 瀬川 裕哉 日本大学 桜鷹 43.1 

第 3位 平山 直人 日本大学 桜宝 42.8 

第 4位 松若 流星 日本大学 桜鷹 42.5 

第 5位 吉鶴 涼太郎 東京農業大学 ヒーローブラッサム 40.9 

第 20位 鈴木 大翔 東京農業大学 ランヘランバ 33.9 

第 23位 黒澤 莉央 東京農業大学 ル・シェール 30.4 

 

 

 

 

 

 

 



選手権 一、二回戦合同結果 

順位 氏名 大学名 合計順位 

第 1位 平山 直人 日本大学 5 

第 2位 楠本 將斗 日本大学 7 

 第 3位 吉鶴 涼太郎 東京農業大学 8 

第 4位 小山 翔 東京農工大学 14 

第 5位 石津 歌也 明治大学 15 

第 6位 瀬川 裕哉 日本大学 16 

第 7位 松若 流星 日本大学 17 

第 8位 友松 円理 慶応義塾大学 19 

第 9位 榮 拓樹 明治大学 20 

第 10位 原 一晴 明治大学 23 

第 11位 丸山 翔也 麻布大学 25 

第 12位 安田 圭佑 明治大学 26 

第 13位 小原 健人 東京大学 26 

第 14位 鈴木 大翔 東京農業大学 30 

第 15位 宮川 太真 東京大学 31 

第 16位 川口 慎太郎 専修大学 32 

第 19位 黒澤 莉央 東京農業大学 32 

 

選手権 三回戦 結果 

ブロック 馬名 選手名 大学名 平均得点率 通過 

B ドリームパワー 鈴木 大翔 東京農業大学 58.245  

松若 流星 日本大学 61.052 〇 

E 弁慶 吉鶴 涼太郎 東京農業大学 54.473  

榮 拓樹 明治大学 55.702 〇 

  



 

選手権 最終結果 

順位 氏名 大学名 

第 1位 瀬川 裕哉 日本大学 

第 2位 楠本 將斗 日本大学 

 第 3位  平山 直人 日本大学 

第 4位 松若 流星 日本大学 

第 5位 小山 翔 東京農工大学 

第 9位 吉鶴 涼太郎 東京農業大学 

第 15位 鈴木 大翔 東京農業大学 

第 20位 黒澤 莉央 東京農業大学 

 

  



第 64回関東学生馬術女子選手権大会 
開催日：2020年 12月 17日(木)～12月 20日(日) 

開催地：御殿場市馬術・スポーツセンター 

 

女子選手権 一回戦 結果 

順位 氏名 大学名 馬名 総タイム 

第 1位 高木 理華子 東京農工大学 鞠風 59.92 

第 2位 田神 真優 東京農業大学 ホーリープレインチパラ 60.07 

第 3位  大澤 萌 日本獣医生命科学大学 飛鳶 62.60 

第 4位 松尾 ゆずか 日本大学 桜礼 62.81 

第 5位 関田 春菜 日本獣医生命科学大学 飛鳶 65.03 

第 13位 福島 ひとみ 東京農業大学 スーパーソニック 67.45 

 

女子選手権 二回戦 結果 

順位 氏名 大学名 馬名 平均得点 

第 1位 吉田 ことみ 日本大学 桜里 45.75 

第 2位 堀坂 七菜子 日本大学 桜宝 44.13 

第 3位 藤野 桃子 麻布大学 アサクサマリンバ 42.88 

第 4位 石井 李佳 明治大学 カルロッタM 42.63 

第 5位 篠崎 華 日本獣医生命科学大学 ドーノダルチェーロ 41.75 

第 12位 福島 ひとみ 東京農業大学 ランヘランバ 37.75 

第 14位 田神 真優 東京農業大学 ヒーローブラッサム 36.13 

 

  



女子選手権 一、二回戦合同結果 

順位 氏名 大学名 合計順位 

第 1位 堀坂 七菜子 日本大学 10 

第 2位 松尾 ゆずか 日本大学 10 

第 3位 吉田 ことみ 日本大学 11 

第 4位 原田 実和 日本大学 12 

第 5位 高木 理華子 東京農工大学 12 

第 6位 関田 春菜 日本獣医生命科学大学 14 

第 7位 田神 真優 東京農業大学 16 

第 8位 篠崎 華 日本獣医生命科学大学 17 

第 9位 石井 李佳 明治大学 19 

第 10位 梅田 望結 専修大学 19 

第 11位 細川 由妃 日本大学 19 

第 12位 藤野 桃子 麻布大学 20 

第 13位 大澤 萌 日本獣医生命科学大学 20 

第 14位 福島 ひとみ 東京農業大学 25 

第 15位 峰岸 璃乃 慶応義塾大学 26 

第 16位 小森 春乃 慶応義塾大学 28 

 

女子選手権 三回戦 結果 

ブロック 馬名 選手名 大学名 平均得点率 通過 

C ランヘランバ 原田 実和 日本大学 64.298 〇 

福島 ひとみ 東京農業大学 57.105  

E ドリームチェイサー 小森 春乃 慶応義塾大学 55.263  

田神 真優 東京農業大学 57.543 〇 

  



 

女子選手権 準々決勝結果 

ブロッ

ク 
氏名 

大学名 馬場 障害 二種目 

総得点 

通過 

馬名 総得点 
総得点率 

馬名 タイム 総減点 

D 吉田 

ことみ 

日本 

大学 

東藍 326.0 57.193％ 桜閃 67.90 0 326.0 〇 

田神 

真優 

東京農業

大学 

318.5 55.877％ 78.59 10 308.5  

 

女子選手権 最終結果 

順位 氏名 大学名 

第 1位 篠崎 華 日本獣医生命科学大学 

第 2位 原田 実和 日本大学 

 第 3位  吉田 ことみ 日本大学 

第 4位 関田 春菜 日本獣医生命科学大学 

第 5位 堀坂 七菜子 日本大学 

第 6位 田神 真優 東京農業大学 

第 15位 福島 ひとみ 東京農業大学 

 


