
令和３年度、山梨県馬術競技場にて行
われた、第７１回全日本学生馬術三大大
会２０２１にて11連覇を達成することがで
きました。この場をお借りして日頃、日
本大学馬術部の活動に理解してくださり
ご協力を頂いている方々に感謝申し上げ
ます。

さて今回の試合では障害馬術、馬場
馬術、総合馬術の３つの種目がある中で、
団体・個人のどちらも日本大学馬術部が
制するという圧倒的な結果になりました。
これは、私が監督として就任した2004
年に掲げた大目標でもありました。４年

生の部をまとめる統率力、総務関係での
下支え、３年生の試合での勝負強さ、１、
２年生の懇親的な馬のケアと選手を盛り
立てる行動が今回の団体・個人の完全
優勝の結果に繋がりました。

近年、サラブレッドのリトレーニングが
多くのメディア等で取り上げてくださり世
間から注目を浴びていると感じます。中
でも総合馬術競技で個人優勝した吉田と
元競走馬である桜里のコンビは並居る外
国産馬相手に堂々たる走行をしてくれま
した。繊細かつ小柄な牝馬であることか
ら、少しずつクラスを上げていき馬の気
持ちを優先させたトレーニング方法が実
を結んだものだと感じます。

一方、来年度に向け不安も残ります。
今年が圧倒的な結果で優勝したことによ

り学生などに気の緩みがあることや、モ
チベーションの低下などがないかという
点です。学生の自主性を汲み取りながら
も、勉学、部活動に目標を見失わないよ
う気を配り、短期・中期・長期目標を明
確化させ高い意識で日本大学馬術の一
員として誇りある学生生活を送ってもらえ
るように、監督・コーチ陣は指導してま
いります。

学生スポーツに身を置き日本大学馬術
を選んで入学してくれる学生がいる限り、
毎年が勝負。事前準備の大切さ、馬の
ケアなど試合だけではなく、足元から基
盤を固め日本大学馬術部という組織がさ
らに良い組織になるよう全力を尽くしま
す。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろし
くお願いいたします。
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順位 大学名 馬場合計

1 日本大学 1229

2 立命館大学 673

3 明治大学 487

馬場馬術 XC 障害馬術 減点
合計順位 選手名 馬匹名 所　属 減点 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点

1位 吉田　ことみ 桜里 日　本 32.3 0 58.99 0 0 0 32.3
2位 Anna Bortnik 桜彩 日　本 28.7 0 65.65 0 4 4 32.7
3位 瀬川　裕哉 桜望 日　本 28.3 4.4 63.4 0 0 0 32.7
4位 鹿戸　雄翔 パトリシアM 明　治 35.7 0 67.37 0 0 0 35.7
5位 松岡　翼 ブルーデザフィーオ 専　修 33.2 0 71.69 1.2 4 5.2 38.4
6位 細川　由妃 桜恋 日　本 39.1 0 61.09 0 0 0 39.1
7位 楠本　將斗 桜空 日　本 31.1 0 64.99 0 8 8 39.1

順位 選手名 馬名 所　属 E H C M B 得点率
1位 楠本　將斗 桜陽 日　本 69.725 71.125 71.375 70.125 70.375 70.545
2位 重藤　エディット彬 桜宇 日　本 69.45 70.5 69.25 69.75 69.5 69.690
3位 大井　千帆 龍景 立命館 68.225 69.375 67.875 65.125 67 67.520
4位 新井　野乃花 白雪 中　央 68.1 67.625 66.25 66.25 63.125 66.270
5位 中込　樹 桜攝 日　本 68.725 66.375 64.875 62.125 66.125 65.645

16位 瀬川　裕哉 桜羽 日　本 64.4 64.625 64.25 61.5 60.375 63.030

第64回全日本学生賞典馬場馬術競技

第64回全日本学生賞典総合馬術競技大会

1走行目 2走行目 JUMP　OFF

順位 選手名 馬匹名 所　属 走行タイム タイム減点 障害
減点 総減点 走行

タイム
タイム
減点

障害
減点 総減点 合計

総減点
走行

タイム
タイム
減点

障害
減点 総減点

1位 吉田ことみ 桜艶 日　本 68.39 0 0 0 67.86 0 0 0 0 31.23 0 0 0
2位 武道　芙紀 シロッコプラダ 同志社 67.46 0 0 0 64.78 0 0 0 0 32.24 0 0 0
3位 鶴見　汐花 稲嵐 早稲田 69.19 0 0 0 69.83 0 0 0 0 32.83 0 0 0
4位 黒澤　莉央 ホーリープレインチパラ 東京農 68.17 0 0 0 70.11 0 0 0 0 34.49 0 0 0
5位 松岡　翼 リバーソウル 専　修 71.55 0 0 0 69.47 0 0 0 0 34.98 0 0 0

10位 楠本　將斗 桜真 日　本 64.54 0 4 4 67.34 0 0 0 4
15位 大池　駿和 ルルレネット 日　本 71.04 0 0 0 68.76 0 4 4 4
21位 瀬川　裕哉 ヴァイスハイト 日　本 67.84 0 0 0 68.6 0 8 8 8
29位 谷口　遼斗 桜魂 日　本 70.33 0 4 4 70.06 0 8 8 12

第71回学生賞典障害馬術競技大会 3種目総合

障害馬術競技　団体
順位 大学名 団体総減点

1 日本大学 4

2 立命館大学 9

3 関西大学 10

馬場馬術競技　団体
順位 大学名 総得点率合計

1 日本大学 195.268

2 立命館大学 192.269

3 立教大学 183.693

総合馬術競技　団体
順位 大学名 減点合計

1 日本大学 97.7

2 京都産業大学 142.4

3 関西大学 146.3

全日本学生馬術三大大会

三種目総合三種目総合でで11連覇11連覇!!!!



令和3年度全日本学生馬術三大大会

桜彩とは昨年に続き2年連続で全日本学生総合競技に出場させていただきました。昨
年は6位、今年は人馬共に万全の状態で個人で2位、そして団体優勝をすることが出来
ました。馬がとても集中してくれ、3つの競技で頑張りましたので、これまでで一番良い
演技が出来ました。難しいところもたくさんありましたが、昨年から桜彩は進歩してい
て、互いを理解しながら、協力しあえるようになってきたと感じています。 

この様な結果を残す事が出来たのも、監督を始め、コーチ、裏方でいつもサポートし
てくれる方々に本当に感謝しています。 

今年の結果の反省を活かし、来年のすべての大会で最高の結果を残すため、しっかり
と準備をしていきたいと思います。

2年　Anna Bortnik　桜彩個人2位

第64回 全日本学生賞典総合馬術競技大会

全日本学生馬術三大大会という大きな大会にルルレネットと共に出場させていただき
とても良い経験をさせていただきました。僕はまだ1年で経験が少なく緊張をすごくして
しまったのですが1走行目を満点で帰ってこれたことで自信が付きました。ルルレネット
とならこのままジャンプオフまで行けるのではないかと思っていたのですが現実はそう甘
くありませんでした。それでも悔いの残らない走りは出来たと自分の中では思っていま
す。監督をはじめコーチ、先輩には入部してから多くのことを学ばせていただきました。

今大会の経験を糧に、これからも日々精進して参りたいと思っています。

1年　大池 駿和　ルルレネット個人15位

第71回 全日本学生賞典障害馬術競技大会

全日本学生も桜真、桜陽、桜空の３頭で3種目に出場させていただきました。1番ベ
テランな桜陽で馬場を勝つことができたのは今後の自信に繋がりましたが、障害、総合
では勝負のできる馬に乗せていただきながら勝ちきれませんでした。来年も出させてい
ただけるよう３頭、３種目、全て勝負ができるような状態で臨みたいです。

第64回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会
3年　楠本 將斗　桜陽個人優勝

今回、障害は桜艶と、総合は桜里とコンビを組み2種目出場させていただきました。
結果は2種目優勝と言う結果になり、昨年の全日本学生や、今年の関東学生の悔しさを
晴らせた大会になったと思います。1人の力では絶対に成し遂げることのできなかった
結果で、監督やコーチの方々をはじめ、本当にたくさんの方々に支えられて掴めた優勝
だったと思います。支えてくださった周りの方々と、共に戦ってくれた桜艶と桜里に心か
ら感謝しています。ありがとうございました。

また、3種目総合も11連覇と連覇をつなげることができました。この結果に満足する
ことなく、またこれからも日々精進していきたいと思います。

第71回 全日本学生賞典障害馬術競技大会
第64回 全日本学生賞典総合馬術競技大会

3年　吉田 ことみ　桜艶╱桜里個人優勝



日本大学馬術部ではこの度、学生寮及び隣接する本厩舎を改築、
新築工事することとなりました。おおよそ1 年半の工事期間を予定
しており、令和 5 年に完成予定です。従来よりもさらに厩舎環境が
整備され、設備もパワーアップすることでより充実した部活動ができ
るようになると期待しています！

日大
魂!

今年の NU ジャンパーは
昨年同様、ドイツの登山メー
カーのものです。昨年の情
熱的な赤色から、今年は
シックな紺色に変わりまし
た！胸元に「NU STYLE」の
ワッペンをあしらい、肩には
個人の名前が入っています。

また、今年は新たに NU
キャップも作成しました。デ
ザインも部員で考え、オシャ
レで クールな NEW ERA
キャップが出来上がりまし
た！

今後とも、全員で気持ち
を一つにして頑張っていきた
いと思います！

弊部では、他の競技にない
唯一無二の「動物と共に行う」
特性を生かした SDGs に取り
組んでいます。

地域の子供たちに向けた乗
馬教室を開催し、乗馬を通じて
健康的な生活をおくることを目
指した地域交流や、馬の世話の
中で出るボロ ( 馬糞 ) を肥料と
して農業従事者へ提供し資源を
有効に活用するなど、環境に配
慮した取り組みも行っています。

この度、日本大学馬術部は試合で着用する上衣をリニューアルしまし
た。従来のものからデザインを一新し、紺を基調とした生地に赤色の
襟とラインが特徴です。今年度の全日本学生馬術大会でも着用され、
アリーナに新たな彩りをもたらしました。

新しい施設・備品紹介！新しい施設・備品紹介！

日大ジャンパー＆キャップ

上衣紹介

日大馬術部のSDGsサステナビリティへの取り組み

寮建て替え
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卒業生の主な就職先

●日本大学 
●JRA日本中央競馬会 
●地方競馬全国協会 
●株式会社乗馬クラブクレイン 
●福井工業大学 
●獣医師 
●株式会社P&Pホールディングス 
●SMBC日興証券 
●公益社団法人日本馬事協会 
●ノーザンファーム 
●有限会社松風馬事センター 
●東海道旅客鉄道株式会社 
●日本馬事普及

（順不同）

（4年） 佐々木凱輝
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（4年） 谷口　遼斗
生物資源科学部 動物資源科学科

（4年） 鈴木　一生
生物資源科学部 国際地域開発学科

（4年） 重藤エディット彬
生物資源科学部 獣医学科

（4年） 平山　直人
生物資源科学部 国際地域開発学科

（4年） 松川　紘大
生物資源科学部　動物資源科学科

（4年） 山崎　魁人
生物資源科学部　動物資源科学科

（4年） 松若　流星
生物資源科学部 獣医学科

（3年） 楠本　將斗
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（3年） 大澤　将司
生物資源科学部 動物資源科学科

（3年） 中込　樹
生物資源科学部 国際地域開発学科

（3年） 鷹見　優
生物資源科学部 国際地域開発学科

（3年） 瀬川　裕哉
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（3年） 吉田ことみ
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（3年） 西尾　純怜
生物資源科学部 獣医学科

（3年） 松尾ゆずか
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（3年） 堀坂七菜子
生物資源科学部 生命農学科

（3年）細川　由妃
生物資源科学部 食品ビジネス学科

（3年） 澤登ちほみ
生物資源科学部 動物資源科学科

（2年） 小濱　千晴
生物資源科学部 食品ビジネス学科

（2年） Anna Bortnik
生物資源科学部 国際地域開発学科

（2年） 長田　結愛
生物資源科学部 国際地域開発学科

（3年） 坂井　千優
生物資源科学部 動物資源科学科

（2年） 原田　実和
生物資源科学部 獣医学科

（2年） 堤田　尚志
生物資源科学部 国際地域開発学科

（2年） 荒木　美緒
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（2年） 石原　衣梨
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（1年） 藤田　華暖
生物資源科学部 国際地域開発学科

（1年） 村山　駿哉
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（1年） 濱田　駿
生物資源科学部 食品ビジネス学科

（1年） 越後　りの
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（1年） 工藤　七海
生物資源科学部 獣医学科

部員紹介35名の

（1年） 飯隈　亮介
生物資源科学部 食品ビジネス学科

（1年） 大池　駿和
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

（1年） 横山　雄太
スポーツ科学部 競技スポーツ学科

NEW!
日本大学馬術部
ホームページ Facebook Youtube Instagram Twitter

〒252-0813
神奈川県藤沢市亀井野840
TEL:0466-81-0288
FAX:0466-81-8885

▲ e-mail
nihonndaigakubajyutubu@gmail.com

令和４年度
前 期 行 事 予 定
  1月
●初乗り会

 2月
●関東学生新人・OB競技会

 3月
●第65回三獣医大学馬術大会

● 総合馬術プログレスチーム/杭州アジア
大会強化合宿

● 第42回スクーリングジャンプ&ドレッ
サージュ

●全日本学生ホーストライアル

 4月
●第59回東都学生馬術大会

● CCI２☆-L Miki 2022 ホーストライアル
(杭州アジア大会代表人馬選考競技会)

 5月
● 第43回全日本ヤング 総合馬術大 会

2022/CCI２☆-L Yamanashi  
(杭州アジア大会代表選考競技会)

● 関東学生馬術選手権大会・女子選手権
大会

 6月
●関東学生馬術競技三大大会 PartⅡ

●第74回全日本馬場馬術大会2022


