
ウエスタンコナーズ ＆ 山田の戦績（1987.11～1988.5）

年月日 試合名（試合場） 競技名（頭数） 1 2 3 4 5 着外 連続

87.11.23
京都府スポーツデー馬術大会
（京都産業大学）

第 3級課目 (男子)
（7頭）

ヴェスタ
宮部 晃秀 　（京産）
348点, 7’37”

ウエスタンコナーズ
山田 　武 　（京都）
328点, 7’08”

ピスケス
船橋 卓三 　（京産）
326点, 7’50”

サボダルジャン
帯屋 博義 　（京都）
298点, 7’27”

ファインツバキ
藤井 　正 　（京都）
286点, 7’41”

87.11.15
不明

12. 6
第 21回
淀馬術大会
（JRA京都 乗馬センター）

第 3級課目 (男子)
（16頭）

シルバーブリッヂ
松原 英臣 　（京産）
400点, 7’30”

リブラ
中根 　章 　（京産）
395点, 6’47”

ベラクルス
中根 　章 　（京産）
392点, 7’12”

サギタリウス
宮部 晃秀 　（京産）
388点, 6’59”

ヴェスタ
船橋 卓三 　（京産）
387点, 7’20”

ウエスタンコナーズ
山田 　武 　（京都）
12位, 345点, 6’54”

87.12. 3
不明

88. 3.20
第 22回
淀馬術大会
（JRA京都 乗馬センター）

第 3級課目 (男子)
（26頭）

リブラ
中根 　章 　（京産）
419点, 6’44”

フライボイテル
藤田 孝文 　（立命館）
416点, 7’18”

タツミエース
吉田 憲司 　（JRA 京）
401点, 6’36”

ジーエスオーカン
長谷川 　斉（JRA 京）
396点, 6’41”

チェスナットゴールド
松本 克久 　（同志社）
394点, 6’50”

ウエスタンコナーズ
山田 　武 　（京都）
12位, 361点, 7’01”

88. 3.17
不明

5. 4
第 20回
京都産業大学馬術大会
（京都産業大学）

第 3級課目 (一般)
（30頭）

フライボイテル
藤田 孝文 　（立命館）
419点, 7’30”

タツミエース
斉藤 正行 　（JRA 京）
412点, 6’34”

モビ·ディック
名倉 路子 　（TRP）
393点, 7’17”

シャウムローレ
池内 克彦 　（タマモ）
386点, 不明

リブラ
中根 　章 　（京産）
385点, 不明

ウエスタンコナーズ
山田 　武 　（京都）
8位, 369点, 不明

88. 4.27
不明

ウエスタンコナーズ ＆ 石倉の戦績（1988.12～1989.7）

年月日 試合名（試合場） 競技名（頭数） 1 2 3 4 5 着外 連続

88.12. 4
第 23回
淀馬術大会
（JRA京都 乗馬センター）

第 3級課目 (女子)
（18頭）

モビ·ディック
酒井 美希 　（TRP）
410点, 不明

キングキャスト
田辺 まなみ（JRA 栗）
383点, 不明

シルバーブリッヂ
片岡 彩子 　（京産）
372点, 不明

アムールメリー
尾潟 泰子 　（近畿）
369点, 不明

柊雪
佐仲 美菜 　（立命館）
342点, 不明

ウエスタンコナーズ
石倉 幹子 　（京都）
10位, 311点, 不明

88.11.26 　1人
206点, 不明

89. 3.20
第 24回
淀馬術大会
（JRA京都 乗馬センター）

第 3級課目 (女子)
（9頭）

サギタリウス
片岡 彩子 　（京産）
396点, 5’28”

バンブーリュウオー
後藤 礼子 　（JRA 阪）
353点, 5’02”

アムールメリー
尾潟 泰子 　（近畿）
329点, 4’53”

マドリガル
北橋 こるみ（JRA 栗）
314点, 6’08”

ウエスタンコナーズ
石倉 幹子 　（京都）
308点, 5’14”

89. 3.12 　1人
113点, 不明

4.16
京都府月例馬術大会
（立命館大学）

第 3級課目
（16頭）

シルバーブリッヂ
清水 聖子 　（京産）
360点, 5’13”

ライデンサンセイ
宮部 晃秀 　（京産）
344点, 5’48”

サギタリウス
船橋 卓三 　（京産）
340点, 5’43”

ベラクルス
尾川 政輝 　（京産）
324点, 5’41”

タイザン
松原 英臣 　（京産）
303点, 5’18”

ウエスタンコナーズ
石倉 幹子 　（京都）
7位, 299点, 5’30”

89. 4.13
不明

6. 4
京都府月例馬術大会
（京都乗馬クラブ）

第 3級課目
（15頭）

モビ·ディック
酒井 美希 　（TRP）
371点, 4’42”

チェスナットゴールド
馬場 直美 　（同志社）
336点, 5’12”

天心
小鑓 康子 　（立命館）
328点, 5’57”

アポイリージ
門脇 志帆 　（京都）
327点, 5’16”

ジャックアスヒル
川東 慶子 　（京都）
326点, 5’01”

ウエスタンコナーズ
石倉 幹子 　（京都）
10位, 305点, 5’38”

6.24
第 21回
関西学生女子自馬大会
（JRA京都 乗馬センター）

女子第 3級課目
（26頭）

シルバーブリッヂ
片岡 彩子 　（京産）
396点, 5’29”

チェスナットゴールド
桝井 しのぶ（同志社）
363点, 5’24”

凰蘭
馬場 直美 　（同志社）
348点, 5’42”

天心
小鑓 康子 　（立命館）
342点, 5’30”

金竜
寺本 史絵 　（神戸）
334点, 5’41”

ウエスタンコナーズ
石倉 幹子 　（京都）
15位, 306点, 5’18”

89. 6.10 　2人
210点, 5’28”

7. 8
第 12回
京都府民総合体育大会
（京都乗馬クラブ）

第 3級課目
（9頭）

タツミエース
斉藤 正行 　（JRA 京）
386点, 5’10”

ジャックアスヒル
岩本 裕子 　（京都）
358点, 5’02”

ウエスタンコナーズ
石倉 幹子 　（京都）
350点, 5’25”

柊雪
佐仲 美菜 　（立命館）
348点, 5’14”

ファインツバキ
佐渡 　嗣 　（京都）
315点, 5’05”

ウエスタンコナーズ ＆ 岩本の戦績（1989.12）

年月日 試合名（試合場） 競技名（頭数） 1 2 3 4 5 着外 連続

89.12. 3
第 25回
淀馬術大会
（JRA京都 乗馬センター）

第 3級課目 (一般)
（23頭）

ベラクルス
北川 力志 　（京産）
365点, 不明

モビ·ディック
酒井 美希 　（TRP）
360点, 不明

サギタリウス
岡本 香織 　（京産）
353点, 不明

ウエスタンコナーズ
岩本 裕子 　（京都）
339点, 不明

スリーファスト
吉田 憲司 　（JRA 京）
332点, 不明

89.11.24
310点, 5’09”



ウエスタンコナーズ ＆ 藤井の戦績（1990.5～1990.6）

年月日 試合名（試合場） 競技名（頭数） 1 2 3 4 5 着外 連続

90. 5.20
第 26回
淀馬術大会
（JRA京都 乗馬センター）

ジュニア団体
（13頭）

リブラ
片岡 彩子 　（京産）
659点, 7’25”

サギタリウス
船橋 卓三 　（京産）
613点, 7’45”

シルバーブリッヂ
清水 聖子 　（京産）
612点, 7’22”

シーザレディ
名倉 路子 　（TRP）
586点, 8’46”

高瀬
吉田 友彦 　（立命館）
567点, 8’07”

ウエスタンコナーズ
藤井 　正 　（京都）
8位, 548点, 7’36”

90. 5.16
538点, 7’13”

6. 3
京都府月例馬術大会
（立命館大学）

ジュニア団体
（15頭）

サギタリウス
船橋 卓三 　（京産）
630点, 7’23”

ライスライスクラブ
清水 聖子 　（京産）
617点, 7’17”

ウエスタンコナーズ
藤井 　正 　（京都）
598点, 7’48”

チェスナットゴールド
馬場 直美 　（同志社）
597点, 7’40”

シルバーブリッヂ
清水 聖子 　（京産）
587点, 7’05”

90. 6. 1 　2人
367点, 7’50”

ウエスタンコナーズ ＆ 佐渡の戦績（1990.6～1991.7）

年月日 試合名（試合場） 競技名（頭数） 1 2 3 4 5 着外 連続

90. 6.30
第 13回
京都府民総合体育大会
（京都乗馬クラブ）

ジュニア団体
（15頭）

アポイリージ
石倉 幹子 　（京都）
546点, 7’02”

天心
伊神 慎吾 　（立命館）
539点, 7’54”

凰蘭
遠藤 瑞穂 　（同志社）
535点, 8’36”

クワトロ
苅谷 幸生 　（KRC）
528点, 8’43”

ジャックアスヒル
小沢 耕介 　（京都）
527点, 7’14”

ウエスタンコナーズ
佐渡 　嗣 　（京都）
10位, 487点, 8’42”

90. 6.28
476点, 7’40”

7.27
第 25回
関西学生馬場馬術大会
（JRA京都 乗馬センター）

学生賞典
（22頭）

リブラ
片岡 彩子 　（京産）
773点, 7’02”

ライスライスクラブ
清水 聖子 　（京産）
768点, 7’20”

サギタリウス
船橋 卓三 　（京産）
742点, 7’08”

月忍
鍵田 篤彦 　（関学）
735点, 7’20”

ベラクルス
宮部 晃秀 　（京産）
734点, 7’39”

ウエスタンコナーズ
佐渡 　嗣 　（京都）
15位, 619点, 7’16”

90. 7.19 　2人
370点, 7’32”

90.10.10
京都府
スポーツデー記念馬術大会
（立命館大学）

第 3級課目 (男子)
（8頭）

大文字
玉井 直博 　（立命館）
349点, 5’05”

レッドオーカン
額賀 信尾 　（京都）
348点, 5’03”

ウエスタンコナーズ
佐渡 　嗣 　（京都）
327点, 5’10”

アレグロビバーチェ
尾川 政輝 　（京産）
325点, 5’04”

ナスノダイキチ
小沢 耕介 　（京都）
313点, 5’20”

90.10. 5
334点, 5’30”

12.24
京都府忘年月例馬術大会
（京都産業大学）

第 3級課目 (男子)
（不明） 不明 不明 不明

ウエスタンコナーズ
佐渡 　嗣 　（京都）
324点, 5’34”

不明 90.12.19
377点, 5’16”

91. 3.21
京都府月例馬術大会
京都府新人馬術大会
（京都乗馬クラブ）

ジュニア団体
（11頭）

ライスライスクラブ
花水 裕子 　（京産）
728点, 7’23”

アポイリージ
額賀 信尾 　（京都）
695点, 6’58”

大文字
森田 尚久 　（立命館）
693点, 8’44”

高瀬
森谷 祥司 　（立命館）
680点, 8’19”

ミラクルショット
清滝 貴子 　（KRC）
678点, 7’13”

ウエスタンコナーズ
佐渡 　嗣 　（京都）
8位, 669点, 7’33”

91. 3.17
503点, 8’35”

4.29
京都府月例馬術大会
（立命館大学）

ジュニア団体
（10頭）

サギタリウス
尾川 政輝 　（京産）
618点, 8’14”

高瀬
森谷 祥司 　（立命館）
609点, 7’53”

大文字
森田 尚久 　（立命館）
593点, 8’14”

ベラクルス
北川 力志 　（京産）
593点, 8’14”

ライスライスクラブ
花水 裕子 　（京産）
584点, 7’46”

ウエスタンコナーズ
佐渡 　嗣 　（京都）
6位, 566点, 8’12”

91. 4.26 　2人
382点, 7’48”

6.21
第 26回
全関西学生馬術大会
（甲南大学）

学生賞典
（22頭）

リブラ
本宮 範子 　（京産）
723点, 7’51”

ベラクルス
北川 力志 　（京産）
719点, 7’47”

高瀬
森谷 祥司 　（立命館）
701点, 8’09”

月忍
鍵田 篤彦 　（関学）
697点, 9’10”

ファインツバキ
大橋 圭太 　（京都）
697点, 8’06”

ウエスタンコナーズ
佐渡 　嗣 　（京都）
9位, 655点, 8’04”

91. 6.16
565点, 7’25”

6.30
京都府月例馬術大会
（京都産業大学）

ジュニア団体
（11頭）

高瀬
森谷 祥司 　（立命館）
583点, 7’35”

シーザレディ
高宮 輝千代（TRP）
581点, 8’24”

ファインツバキ
大橋 圭太 　（京都）
567点, 7’46”

アポイリージ
額賀 信尾 　（京都）
562点, 7’15”

ライスライスクラブ
花水 裕子 　（京産）
553点, 7’18”

ウエスタンコナーズ
佐渡 　嗣 　（京都）
7位, 535点, 8’00”

7.14
第 14回
京都府民総合体育大会
（京都乗馬クラブ）

ジュニア団体
（15頭）

シーザレディ
高宮 輝千代（TRP）
606点, 7’49”

高瀬
森谷 祥司 　（立命館）
605点, 7’48”

サギタリウス
尾川 政輝 　（京産）
589点, 7’44”

ベラクルス
北川 力志 　（京産）
581点, 7’16”

ライスライスクラブ
花水 裕子 　（京産）
571点, 7’15”

ウエスタンコナーズ
佐渡 　嗣 　（京都）
11位, 533点, 8’14”

7.26
第 26回
関西学生馬場馬術大会
（甲南大学）

学生賞典
（22頭）

サギタリウス
尾川 政輝 　（京産）
801点, 7’57”

高瀬
森谷 祥司 　（立命館）
772点, 7’54”

リブラ
本宮 範子 　（京産）
754点, 7’12”

月忍
鍵田 篤彦 　（関学）
738点, 8’22”

大文字
森田 尚久 　（立命館）
738点, 8’04”

ウエスタンコナーズ
佐渡 　嗣 　（京都）
10位, 693点, 8’09”

91. 7.21
583.5点, 8’05”



ウエスタンコナーズ ＆ 杉岡の戦績（1991.10～1992.3）

年月日 試合名（試合場） 競技名（頭数） 1 2 3 4 5 着外 連続

91.10.10
京都府スポーツデー馬術大会
（立命館大学）

第 2課目 (女子)
（6頭）

ウエスタンコナーズ
杉岡 琴重 　（京都）
376点, 4’17”

ベラクルス
酒井 美希 　（京産）
344点, 5’07”

ビフォーザウインド
藤本 珠青 　（京都）
329点, 4’22”

スプリングフィールド
寺田 久美 　（立命館）
325点, 4’02”

凰蘭
中野 路子 　（同志社）
318点, 4’50”

91.10. 4
395点, 4’10”

12.22
京都府忘年月例馬術大会
（京都産業大学）

第 2課目
（11頭）

シルバーブリッヂ
鈴木 孝章 　（京産）
390点, 4’46”

シルバーブリッヂ
酒井 美希 　（京産）
357点, 4’44”

アポイリージ
高橋 宗士 　（京都）
312点, 4’08”

ウエスタンコナーズ
杉岡 琴重 　（京都）
298点, 4’57”

凰蘭
別所 律子 　（同志社）
294点, 4’19”

91.12.19
315点, 4’42”

92. 2.29
第 29回
淀ホースショー馬術大会
（JRA京都 乗馬センター）

ジュニア団体
（12頭）

リブラ
本宮 範子 　（京産）
641点, 不明

サギタリウス
北川 力志 　（京産）
636点, 不明

リワードキング
瀬川 常雄 　（JRA 栗）
596点, 不明

大文字
水谷 　賢 　（立命館）
594点, 不明

ジャックアスヒル
九十九 伸一（京都）
586点, 不明

ウエスタンコナーズ
杉岡 琴重 　（京都）
10位, 534点, 不明

ウエスタンコナーズ ＆ 大橋の戦績（1992.3～1992.7）

年月日 試合名（試合場） 競技名（頭数） 1 2 3 4 5 着外 連続

92. 3.20
京都 4大学新人戦
京都府月例馬術大会
（京都乗馬クラブ）

ジュニア団体
（11頭）

サギタリウス
北川 力志 　（京産）
634点, 7’47”

リブラ
本宮 範子 　（京産）
588点, 7’54”

高瀬
森谷 祥司 　（立命館）
572点, 8’33”

ウエスタンコナーズ
大橋 圭太 　（京都）
564点, 8’13”

シルバーブリッヂ
花水 裕子 　（京産）
556点, 4’46”

92. 3.14
604点, 8’01”

6.26
第 27回
全関西学生馬術大会
（JRA京都 乗馬センター）

学生賞典
（23頭）

サギタリウス
北川 力志 　（京産）
641点, 7’55”

大文字
水谷 　賢 　（立命館）
623点, 7’59”

ウエスタンコナーズ
大橋 圭太 　（京都）
614点, 8’10”

リブラ
本宮 範子 　（京産）
607点, 7’29”

千闘
森 　祐子 　（関西）
601点, 8’07”

92. 6.21
623点, 7’33”

7.31
第 27回
関西学生馬場馬術大会
（JRA阪神 乗馬センター）

学生賞典
（23頭）

サギタリウス
北川 力志 　（京産）
658点, 7’50”

リブラ
本宮 範子 　（京産）
645点, 7’13”

高瀬
森谷 祥司 　（立命館）
629点, 8’17”

大文字
水谷 　賢 　（立命館）
619点, 8’10”

ジャックアスヒル
九十九 伸一（京都）
614点, 7’35”

ウエスタンコナーズ
大橋 圭太 　（京都）
9位, 599点, 8’05”

ウエスタンコナーズ ＆ 大西の戦績（1992.12～1993.8）

年月日 試合名（試合場） 競技名（頭数） 1 2 3 4 5 着外 連続

92.12. 6
京都府忘年月例馬術大会
（京都産業大学）

ジュニア団体
（8頭）

大文字
水谷 　賢 　（立命館）
610点, 7’37”

アポイリージ
舘野 隆之輔（京都）
590点, 7’33”

ゴールドルパン
井上 昭成 　（愛知県）
574点, 7’42”

高瀬
梶谷 武志 　（立命館）
563点, 7’51”

ジャックアスヒル
河原 功志 　（京都）
559点, 7’48”

ウエスタンコナーズ
大西 宏明 　（京都）
8位, 518点, 8’21”

92.12. 4
562点, 8’14”

93. 3.14
京都府月例馬術大会
京都府新人馬術大会
（立命館大学）

ジュニア団体
（10頭）

大文字
水谷 　賢 　（立命館）
595点, 7’53”

ウエスタンコナーズ
大西 宏明 　（京都）
586点, 8’21”

アポイリージ
舘野 隆之輔（京都）
565点, 8’16”

サギタリウス
渡辺 亮介 　（京産）
561点, 7’54”

リブラ
内藤 理絵 　（京産）
544点, 7’07”

93. 3. 7
537点, 8’41”

4.18
京都府月例馬術大会
（京都乗馬クラブ）

ジュニア団体
（12頭）

サギタリウス
渡辺 亮介 　（京産）
616.0点, 7’36”

ヴィオラ·ダ·ガンバ
加藤 智子 　（KRC）
604.0点, 7’16”

大文字
水谷 　賢 　（立命館）
603.0点, 7’58”

アポイリージ
舘野 隆之輔（京都）
582.0点, 7’49”

ウエスタンコナーズ
大西 宏明 　（京都）
570.0点, 不明

93. 4.10
596点, 8’11”

6. 9
京都府月例馬術大会
（京都産業大学）

ジュニア団体
（11頭）

サギタリウス
渡辺 亮介 　（京産）
628.0点, 7’44”

大文字
水谷 　賢 　（立命館）
610.0点, 8’24”

リブラ
内藤 理絵 　（京産）
579.0点, 7’16”

ウエスタンコナーズ
大西 宏明 　（京都）
565.5点, 8’22”

ベラクルス
山本 　慎 　（京産）
549.5点, 8’45”

93. 6. 5
580.0点, 8’33”

7.30
第 28回
全関西学生馬術大会
（JRA京都 乗馬センター）

学生賞典
（21頭）

サギタリウス
渡辺 亮介 　（京産）
626.5点, 7’45”

リブラ
内藤 理絵 　（京産）
624.5点, 7’11”

月駒
大西 真護 　（関学）
605.0点, 7’22”

高瀬
梶谷 武志 　（立命館）
594.5点, 8’05”

アポイリージ
舘野 隆之輔（京都）
592.0点, 7’38”

ウエスタンコナーズ
大西 宏明 　（京都）
9位, 566.0点, 8’29”

93. 7.21
578.0点, 8’20”

8.20
第 28回
関西学生馬場馬術大会
（JRA京都 乗馬センター）

学生賞典
（23頭）

サギタリウス
渡辺 亮介 　（京産）
652.5点, 7’36”

リブラ
内藤 理絵 　（京産）
640.5点, 7’28”

大文字
水谷 　賢 　（立命館）
633.0点, 7’55”

千闘
前田 昌也 　（関西）
615.0点, 7’42”

アポイリージ
舘野 隆之輔（京都）
603.5点, 7’44”

ウエスタンコナーズ
大西 宏明 　（京都）
11位, 579.5点, 8’18”



ウエスタンコナーズ ＆ 岸辺の戦績（1993.11～1994.7）

年月日 試合名（試合場） 競技名（頭数） 1 2 3 4 5 着外 連続

93.10.11
京都府
スポーツデー記念馬術大会
（京都乗馬クラブ）

第 3課目 1993
（13頭）

ウエスタンコナーズ
岸辺 　護 　（京都）
353.0点, 4’09”

ヴェルダンディ
　　屋 雅彦 　（京産）

352.0点, 4’03”

アレグロビバーチェ
西村 幸治 　（京産）
346.0点, 4’11”

ベルセルク
長岡 正樹 　（立命館）
327.5点, 4’14”

ウィザードサム
瀬木 恵里 　（京都）
325.5点, 4’19”

93.10. 4
368.0点, 4’16”

94. 3.21
京都四大学新人戦 兼
京都府月例馬術大会
（立命館大学）

ジュニア団体
（10頭）

アポイリージ
舘野 隆之輔（京都）
616.5点, 8’10”

ヴェスパ
井上 智才代（京産）
604.5点, 8’03”

サギタリウス
鈴木 孝章 　（京産）
598.0点, 7’32”

大文字
佐野 憲志 　（立命館）
582.0点, 8’10”

天心
宮前 麻里子（立命館）
578.0点, 7’55”

ウエスタンコナーズ
岸辺 　護 　（京都）
8位, 554.5点, 8’12”

94. 3.13
570.5点, 8’58”

4.17
京都府月例馬術大会
（京都乗馬クラブ）

ジュニア団体
（12頭）

リブラ
酒井 美希 　（京産）
595.5点, 8’08”

大文字
佐野 憲志 　（立命館）
581.5点, 8’08”

ヴェスパ
井上 智才代（京産）
571.5点, 8’34”

サギタリウス
鈴木 孝章 　（京産）
561.5点, 7’39”

ウエスタンコナーズ
岸辺 　護 　（京都）
560.0点, 8’41”

94. 4. 7
558.5点, 8’43”

5.15
京都府月例馬術大会
（京都産業大学）

ジュニア団体
（18頭）

エフェクト
小柳 博彦 　（TRP）
657.0点, 7’24”

リブラ
酒井 美希 　（京産）
647.5点, 8’10”

ヴィオラ·ダ·ガンバ
加藤 智子 　（KRC）
598.5点, 7’15”

天心
宮前 麻里子（立命館）
596.0点, 7’53”

ウエスタンコナーズ
岸辺 　護 　（京都）
591.5点, 8’21”

94. 5. 7
592.0点, 8’40”

6.17
第 29回
全関西学生馬術大会
（JRA阪神 乗馬センター）

学生賞典
（21頭）

サギタリウス
鈴木 孝章 　（京産）
652.0点, 7’49”

リブラ
酒井 美希 　（京産）
647.0点, 7’49”

大文字
佐野 憲志 　（立命館）
646.5点, 7’45”

シルバーブリッヂ
森 　公香 　（京産）
629.0点, 8’00”

ヴェスパ
井上 智才代（京産）
616.0点, 7’53”

ウエスタンコナーズ
岸辺 　護 　（京都）
10位, 597.5点, 8’10”

94. 6. 5
592.5点, 9’09”

7.29
第 29回
関西学生馬場馬術大会
（JRA阪神 乗馬センター）

学生賞典
（20頭）

サギタリウス
鈴木 孝章 　（京産）
636.5点, 7’31”

天心
宮前 麻里子（立命館）
621.0点, 7’44”

リブラ
酒井 美希 　（京産）
611.5点, 7’44”

ジャックアスヒル
高橋 宗士 　（京都）
611.5点, 7’39”

大文字
佐野 憲志 　（立命館）
611.0点, 7’41”

ウエスタンコナーズ
岸辺 　護 　（京都）
14位, 575.5点, 7’45”

94. 7. 8
574.5点, 8’49”

ウエスタンコナーズ ＆ 若野の戦績（1994.10～1995.8）

年月日 試合名（試合場） 競技名（頭数） 1 2 3 4 5 着外 連続

94.10.16
京都府
スポーツデー記念馬術大会
（京都乗馬クラブ）

第 3課目 1993
（12頭）

天心
西川 　幹 　（立命館）
383.0点, 4’11”

ウエスタンコナーズ
若野 博嗣 　（京都）
382.0点, 4’10”

フリースタイル
高桑 浩彰 　（京都）
353.5点, 4’22”

アーリーオータム
中島 禎典 　（京都）
324.5点, 3’55”

ヴィギラックス
岩井 弥旺 　（KRC）
320.5点, 4’33”

94.10. 8
357.0点, 4’06”

95. 3.21
京都四大学新人戦 兼
京都府月例馬術大会
（京都産業大学）

ジュニア団体
（9頭）

ヴェスパ
井上 智才代（京産）
601.5点, 8’02”

ウエスタンコナーズ
若野 博嗣 　（京都）
581.0点, 7’54”

高瀬
長岡 正樹 　（立命館）
570.0点, 8’01”

リブラ
渡辺 　修 　（京産）
554.5点, 8’41”

大文字
岸野 亜希穂（立命館）
546.5点, 8’57”

95. 3.11
562.0点, 7’41”

5.13
国際はならんまん’95記念
関西学生馬術大会
（大阪市乗馬苑）

学生賞典
（7+1(open)頭）

リブラ
渡辺 　修 　（京産）
545.0点, 7’31”

大文字
岸野 亜希穂（立命館）
543.5点, 7’51”

ウエスタンコナーズ
若野 博嗣 　（京都）
541.5点, 8’18”

月駒
新子 真正 　（関学）
533.5点, 7’54”

エトランゼ
前谷 順子 　（神戸）
532.5点, 7’30”

95. 4.29
568.5点, 8’25”

5.28
京都府月例馬術大会
（京都産業大学）

ジュニア団体
（12頭）

ヴェスパ
井上 智才代（京産）
618.0点, 8’03”

ウエスタンコナーズ
若野 博嗣 　（京都）
580.5点, 7’43”

ヴェルダンディ
三宮 加代 　（京産）
575.0点, 7’08”

シルバーブリッヂ
松山 淳子 　（京産）
570.5点, 7’46”

リブラ
渡辺 　修 　（京産）
569.5点, 8’02”

95. 5.20
540.5点, 8’16”

6.16
第 30回
全関西学生馬術大会
（JRA京都 乗馬センター）

学生賞典
（23頭）

月忍
新子 真正 　（関学）
616.5点, 7’31”

ヴェスパ
井上 智才代（京産）
616.0点, 8’12”

静浪
黒坂 　剛 　（府大）
596.0点, 8’25”

ウエスタンコナーズ
若野 博嗣 　（京都）
591.0点, 8’11”

アポイリージ
大宮 琢磨 　（京都）
588.0点, 7’48”

95. 6.10
607.5点, 8’04”

7.15
第 18回
京都府民総合体育大会
（京都乗馬クラブ）

ジュニア団体
（12頭）

ヴェスパ
井上 智才代（京産）
628.0点, 7’56”

大文字
田中 主馬 　（立命館）
594.0点, 8’02”

ケイアンドリュー
平松 智子 　（立命館）
582.0点, 8’21”

リブラ
渡辺 　修 　（京産）
574.5点, 7’46”

ヴェルダンディ
三宮 加代 　（京産）
573.0点, 7’46”

ウエスタンコナーズ
若野 博嗣 　（京都）
6位, 572.5点, 8’37”

95. 7. 8
582.5点, 8’12”

8.19
第 30回
関西学生馬場馬術大会
（琵琶湖乗馬クラブ）

学生賞典
（22頭）

ドンホセ
三宮 加代 　（京産）
620.0点, 7’12”

ヴェスパ
井上 智才代（京産）
619.0点, 8’07”

エトランゼ
前谷 順子 　（神戸）
610.0点, 7’33”

高瀬
長岡 正樹 　（立命館）
605.5点, 7’46”

ジャックアスヒル
水野 　礼 　（京都）
604.0点, 7’45”

ウエスタンコナーズ
若野 博嗣 　（京都）
14位, 554.5点, 8’07”

95. 8. 6
592.0点, 8’37”



ウエスタンコナーズ ＆ 田口の戦績（1995.12～1996.7）

年月日 試合名（試合場） 競技名（頭数） 1 2 3 4 5 着外 連続

95.12. 3
第 31回
淀馬術競技大会
（JRA京都 乗馬センター）

第 3課目 1993
（17頭）

ワイドダイオウ
鈴木 雄一 　（JRA 京）
394.0点, 4’12”

マーシーウェッジ
酒井 はるか（京産）
377.5点, 4’10”

シルバーブリッヂ
立花 　直 　（京産）
369.5点, 4’21”

ミカグレイト
渡邉 彩子 　（JRA 京）
369.5点, 4’15”

ウエスタンコナーズ
田口 健治 　（京都）
367.5点, 4’04”

95.11.25
351.5点, 4’06”

12.23
京都府忘年月例馬術大会
（京都乗馬クラブ）

第 3課目 1993
（6頭）

ウエスタンコナーズ
田口 健治 　（京都）
372.5点, 4’17”

アーリーオータム
中島 禎典 　（京都）
348.0点, 4’14”

アポイリージ
藤村 　薫 　（京都）
340.0点, 3’48”

フリースタイル
濱嶋 麻里 　（京都）
331.5点, 4’33”

プリティチェリー
和気 　順 　（立命館）
293.0点, 4’45”

95.12.16
334.0点, 4’04”

96. 3.20
京都 4大学新人戦·
京都府月例馬術大会
（京都産業大学）

ジュニア団体
（9頭）

ヴィオラ·ダ·ガンバ
加藤 智子 　（KRC）
587.5点, 不明

ヴェルダンディ
三宮 加代 　（京産）
571.5点, 不明

天心
布施 倫英 　（立命館）
570.5点, 不明

大文字
田中 主馬 　（立命館）
539.5点, 不明

ジャックアスヒル
香川 　穣 　（京都）
537.0点, 9’06”

ウエスタンコナーズ
田口 健治 　（京都）
棄権

96. 3.16
565.0点, 8’36”

7.26
第 31回
関西学生馬場馬術大会
（JRA阪神 乗馬センター）

学生賞典
（24頭）

ドン·ホセ
三宮 加代 　（京産）
629.0点, 7’39”

大文字
田中 主馬 　（立命館）
618.5点, 7’54”

リブラ
松山 淳子 　（京産）
604.0点, 7’20”

ヴェルダンディ
岡田 奈津子（京産）
598.0点, 7’44”

天心
布施 倫英 　（立命館）
597.5点, 7’01”

ウエスタンコナーズ
田口 健治 　（京都）
15位, 551.0 点, 7’59”

ウエスタンコナーズ ＆ 藤井の戦績（1996.12～1997.7）

年月日 試合名（試合場） 競技名（頭数） 1 2 3 4 5 着外 連続

96.12.15
京都府忘年月例馬術大会
（立命館大学）

第 3課目 1993(女子)
（13頭）

ウエスタンコナーズ
藤井 知子 　（京都）
371.0点, 3’53”

フリースタイル
四位 真理子（京都）
370.5点, 4’47”

アレグロビヴァーチェ
鷲尾 加奈子（京産）
363.0点, 4’21”

マイア
岡田 奈津子（京産）
362.0点, 4’04”

タテヤマクロス
平澤 見和 　（TRP）
360.0点, 4’10”

96.12. 7
344.0点, 4’01”

97. 3. 2
第 34回
淀馬術競技大会
（JRA京都 乗馬センター）

第 3課目 1993
（26頭）

ヴェルダンディ
檜山 伸太郎（京産）
372.5点, 4’15”

エフェクト
寺田 久美 　（TRP）
371.0点, 4’34”

ユークリッド
谷口 　泱 　（CRP）
364.5点, 3’54”

リブラ
浜口 久美代（京産）
362.5点, 4’07”

菊丸
谷口 　泱 　（CRP）
361.0点, 3’57”

ウエスタンコナーズ
藤井 知子 　（京都）
20位, 325.5点, 4’07”

5.18
京都府月例馬術大会
（京都産業大学）

学生賞典 1997
（11頭）

ヴェルダンディ
檜山 伸太郎（京産）
605.0点, 7’31”

ドン·ホセ
岡田 奈津子（京産）
600.0点, 8’09”

リブラ
浜口 久美代（京産）
577.0点, 7’50”

ウエスタンコナーズ
藤井 知子 　（京都）
572.5点, 7’46”

ヴェスパ
杉浦 朋子 　（京産）
559.5点, 9’00”

97. 5.10
540.5点, 7’55”

6. 6
第 32回
全関西学生馬術大会
（JRA京都 乗馬センター）

学生賞典 1997
（23頭）

リブラ
浜口 久美代（京産）
637.5点, 8’03”

大文字
赤田 知章 　（立命館）
631.0点, 7’43”

ヴェルダンディ
檜山 伸太郎（京産）
629.0点, 7’51”

ドン·ホセ
岡田 奈津子（京産）
622.0点, 8’04”

月駒
井上 智之 　（関学）
612.5点, 8’02”

ウエスタンコナーズ
藤井 知子 　（京都）
11位, 583.5 点, 7’13”

97. 6. 3
531.5点, 8’37”

6. 6
第 29回
関西学生女子自馬大会
（JRA京都 乗馬センター）

第 3課目 1997
（B17頭）

ドン·ホセ
岡田 奈津子（京産）
391.0点, 4’25”

アポイリージ
川原 恵子 　（京都）
365.0点, 4’06”

ケイスパート
浜口 久美代（京産）
362.5点, 4’07”

アーリーオータム
　　嶋 麻里 　（京都）

358.0点, 4’15”

ヴェスパ
杉浦 朋子 　（京産）
351.5点, 4’30”

ウエスタンコナーズ
藤井 知子 　（京都）
9位, 337.5点, 4’30”

6.22
京都府月例馬術大会
（立命館大学）

学生賞典 1997
（9頭）

ヴェルダンディ
檜山 伸太郎（京産）
620.0点, 8’05”

シルバーブリッヂ
肥山 寿一 　（京産）
599.5点, 8’05”

アポイリージ
水口 智江可（京都）
584.0点, 8’02”

ウエスタンコナーズ
藤井 知子 　（京都）
577.0点, 8’00”

ジャックアスヒル
関本 麻香 　（京都）
575.0点, 7’51”

7.12
第 20回
京都府民総合体育大会
（京都乗馬クラブ）

学生賞典 1997
（10頭）

ドン·ホセ
岡田 奈津子（京産）
639.5点, (8’35”

リブラ
浜口 久美代（京産）
628.5点, 8’02”

アポイリージ
水口 智江可（京都）
619.0点, 7’33”

シルバーブリッヂ
肥山 寿一 　（京産）
608.5点, 7’25”

キムバリー
坪 　肖旗 　（同志社）
589.0点, 8’10”

ウエスタンコナーズ
藤井 知子 　（京都）
7位, 558.5点, 8’15”

97. 7. 5
589.0点, 7’44”

7.25
第 32回
関西学生馬場馬術大会
（JRA京都 乗馬センター）

学生賞典 1997
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大文字
赤田 知章 　（立命館）
647.0点, 7’30”

ヴェルダンディ
檜山 伸太郎（京産）
634.5点, 8’05”

リブラ
浜口 久美代（京産）
629.5点, 7’45”

月駒
井上 智之 　（関学）
611.0点, 7’54”

ドン·ホセ
岡田 奈津子（京産）
609.0点, 8’39”

ウエスタンコナーズ
藤井 知子 　（京都）
25位, 556.5 点, 8’00”



ウエスタンコナーズ ＆ 神谷の戦績（1997.9～1998.9）

年月日 試合名（試合場） 競技名（頭数） 1 2 3 4 5 着外 連続

97.11.30
第 35回
淀馬術競技大会
（JRA京都 乗馬センター）

第 3課目 1993
（16頭）

ウエスタンコナーズ
神谷 里美 　（京都）
382.0点, 4’28”

ルイアンドルイ
加藤 淳一 　（京産）
366.5点, 4’40”

マイア
畠山 忠伸 　（京産）
355.5点, 4’27”

ルクレチア
瀬口 勝久 　（CRP）
353.0点, 4’35”

スマイルモーメント
酒井 はるか（京産）
352.0点, 4’11”

97.11.22
339.0点, 4’56”

12.21
京都府忘年月例馬術大会
（立命館大学）

学生賞典 1997
（7頭）

サクラマイ
川嶋 孝仁 　（立命館）
569.5点, 7’25”

キムバリー
坪 　肖旗 　（同志社）
567.5点, 7’19”

プリティーチェリー
石上 愛子 　（立命館）
567.0点, 8’38”

ケイアンドリュー
阿部 克弘 　（立命館）
566.5点, 7’43”

ウエスタンコナーズ
神谷 里美 　（京都）
553.0点, 8’11”

97.12.13
530.5点, 8’39”

98. 3.21
京都 4大学新人戦·
京都府月例馬術大会
（京都乗馬クラブ）

学生賞典 1997
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頼武
加藤 智子 　（KRC）
613.0点, 7’22”

フェルド
桜井 佳子 　（立命館）
570.5点, 8’06”

ウエスタンコナーズ
神谷 里美 　（京都）
567.5点, 8’00”

サクラマイ
川嶋 孝仁 　（立命館）
562.0点, 7’18”

天心
安部 智美 　（立命館）
561.0点, 7’04”

98. 3.14
563.0点, 8’43”

4.19
京都府月例馬術大会
（立命館大学）

学生賞典 1997
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天心
安部 智美 　（立命館）
576.0点, 7’18”

キムバリー
坪 　肖旗 　（同志社）
566.5点, 8’13”

サクラマイ
川嶋 孝仁 　（立命館）
564.0点, 7’36”

ケイアンドリュー
阿部 克弘 　（立命館）
561.5点, 8’04”

フェルド
桜井 佳子 　（立命館）
559.5点, 8’02”

ウエスタンコナーズ
神谷 里美 　（京都）
7位, 542.0点, 8’08”

98. 4. 4
585.5点, 8’22”

5.22
第 33回
全関西学生馬術大会
（JRA阪神 乗馬センター）

学生賞典 1997
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ヴェルダンディ
木島 佑介 　（京産）
614.5点, 7’54”

月駒
井上 智之 　（関学）
612.0点, 7’24”

フェルド
桜井 佳子 　（立命館）
608.5点, 8’35”

キムバリー
坪 　肖旗 　（同志社）
602.0点, 8’17”

月優
中園 和志 　（関学）
600.0点, 8’31”

ウエスタンコナーズ
神谷 里美 　（京都）
6位, 599.0点, 7’55”

98. 5.16
589.5点, 7’58”

5.24
第 29回
関西学生女子自馬大会
（JRA阪神 乗馬センター）

第 3課目 1993
（B16頭）

夕浪
藤居 彩子 　（府大）
376.0点, 4’06”

フォルナックス
鷲尾 加奈子（京産）
375.5点, 4’11”

キムバリー
近藤 美帆 　（同志社）
374.0点, 4’14”

プロキオン
鷲尾 加奈子（京産）
372.5点, 4’17”

ウエスタンコナーズ
神谷 里美 　（京都）
363.5点, 4’25”

6.13
京都府月例馬術大会
（京都産業大学）

学生賞典 1997
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キムバリー
坪 　肖旗 　（同志社）
604.0点, 8’16”

ウエスタンコナーズ
神谷 里美 　（京都）
599.5点, 7’58”

エフェクト
岡田 奈津子（TRP）
598.0点, 8’13”

ケイアンドリュー
阿部 克弘 　（立命館）
588.0点, 8’02”

天心
安部 智美 　（立命館）
587.5点, 7’31”

98. 6. 7
589.0点, 7’57”

7. 4
第 21回
京都府民総合体育大会
（京都乗馬クラブ）

学生賞典 1997
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ウエスタンコナーズ
神谷 里美 　（京都）
599.0点, 8’18”

ヴェスパ
酒井 はるか（京産）
596.5点, 8’18”

ジャックアスヒル
川原 恵子 　（京都）
591.0点, 7’44”

天心
安部 智美 　（立命館）
576.5点, 7’48”

アポイリージ
森口 美穂 　（京都）
573.5点, 7’25”

98. 6.27
575.0点, 8’31”

9. 2
第 33回
関西学生馬場馬術大会
（杉谷馬事公苑）

学生賞典 1997
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月勝
井上 智之 　（関学）
680.0点, 8’02”

月駒
吉田 心一 　（関学）
648.5点, 7’14”

ヴェルダンディ
木島 佑介 　（京産）
630.5点, 7’33”

ヴェスパ
酒井 はるか（京産）
629.0点, 7’45”

キムバリー
坪 　肖旗 　（同志社）
627.5点, 7’19”

ウエスタンコナーズ
神谷 里美 　（京都）
13位, 589.5 点, 7’43”

98. 8.16
途中棄権

ウエスタンコナーズ ＆ 鈴木 (一)の戦績（1998.9～1999.7）

年月日 試合名（試合場） 競技名（頭数） 1 2 3 4 5 着外 連続

99. 2.27
第 38回
淀馬術競技大会
（JRA京都 乗馬センター）

第 3課目 1993
（25頭）

マコーリー
鈴木 雄一 　（JRA 京）
388.5点, 4’10”

ウエスタンコナーズ
鈴木 一平 　（京都）
363.0点, 4’27”

シリウス III
倉岡 英司 　（京産）
361.0点, 4’35”

愛宕
内藤 　暢 　（平安騎）
360.5点, 4’11”

キムバリー
近藤 美帆 　（同志社）
355.0点, 4’45”

99. 2.20
342.5点, 4’34”

3.21
京都 4大学新人戦·
京都府月例馬術大会
（京都乗馬クラブ）

学生賞典 1997
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エフェクト
小柳 博彦 　（立命館）
653.5点, 8’27”

ヴェルダンディ
横山 篤史 　（京産）
607.5点, 8’26”

アポイリージ
中川 秀樹 　（京都）
600.5点, 7’49”

エフェクト
小塩 涼子 　（立命館）
600.0点, 8’04”

キムバリー
近藤 美帆 　（同志社）
591.0点, 8’01”

ウエスタンコナーズ
鈴木 一平 　（京都）
9位, 553.5点, 8’57”

99. 3.14
553.5点, 8’18”

4.11
京都府月例馬術大会
（立命館大学）

学生賞典 1997
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エフェクト
小塩 涼子 　（立命館）
612.5点, 7’34”

ヴェルダンディ
横山 篤史 　（京産）
600.0点, 8’14”

キムバリー
近藤 美帆 　（同志社）
590.0点, 8’25”

ウエスタンコナーズ
鈴木 一平 　（京都）
554.0点, 8’52”

ヴェスパ
高柳 大輔 　（京産）
553.5点, 8’42”

99. 4. 3
550.5点, 8’35”

6.19
第 22回
京都府民総合体育大会
（京都乗馬クラブ）

学生賞典 1997
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エフェクト
小柳 博彦 　（立命館）
663.5点, 7’35”

エフェクト
小塩 涼子 　（立命館）
611.0点, 7’22”

グラウディ
山本 宙樹 　（立命館）
591.0点, 7’11”

リゲル
中村 　亮 　（京産）
591.0点, 8’17”

ヴェルダンディ
横山 篤史 　（京産）
590.0点, 7’43”

ウエスタンコナーズ
鈴木 一平 　（京都）
10位, 558.5点, 8’42”

99. 6.12
578.0点, 8’33”

7. 6
第 34回
関西学生馬場馬術大会
（三木ホースランドパーク）

学生賞典 1997
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エフェクト
小塩 涼子 　（立命館）
695.0点, 7’01”

アポイリージ
中川 秀樹 　（京都）
678.5点, 7’51”

ヴェルダンディ
横山 篤史 　（京産）
675.0点, 7’59”

ジャックアスヒル
鈴木 幸之助（京都）
659.5点, 7’39”

月勝
島 　秀佳 　（関学）
657.5点, 8’39”

ウエスタンコナーズ
鈴木 一平 　（京都）
16位, 615.0 点, 8’55”

99. 7.27
567.0点, 8’33”



ウエスタンコナーズ ＆ 氏家の戦績（1999.9～2000.8）

年月日 試合名（試合場） 競技名（頭数） 1 2 3 4 5 着外 連続

00. 4.16
京都府月例馬術大会
（立命館大学）

学生賞典 1997
（6頭）

ヴェルダンディ
島 　孝之 　（京産）
634点, 8’01”

サクラマイ
小柳 博彦 　（立命館）
584点, 7’41”

祇園
田中 伸幸 　（立命館）
568点, 7’23”

サクラマイ
江原 久美子（立命館）
559点, 7’46”

グラウディー
小坂 正行 　（立命館）
538点, 7’38”

ウエスタンコナーズ
氏家 真紀子（京都）
6位, 529点, 8’44”

00. 4.11
590点, 8’12”

5. 3
第 35回
全関西学生馬術大会
（三木ホースランドパーク）

学生賞典 1997
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ヴェルダンディ
島 　孝之 　（京産）
639点, 不明

祇園
田中 伸幸 　（立命館）
628点, 不明

ファビアン
木村 元則 　（立命館）
627点, 不明

グラウディ
小坂 正行 　（立命館）
625点, 不明

綾貴
衣袋 亜矢子（立命館）
614点, 不明

ウエスタンコナーズ
氏家 真紀子（京都）
11位, 585点, 8’04”

5. 5
第 32回
関西学生女子自馬大会
（三木ホースランドパーク）

第 3課目 1993
（B14頭）

月雫
下山 こずえ（関学）
393点, 4’23”

天心
衣袋 亜矢子（立命館）
382点, 4’40”

浪剣
浅井 絵理 　（府大）
364点, 4’22”

杉宙
金 　順栄 　（市大）
361点, 4’06”

ボン・アパート
黒田 智子 　（府大）
361点, 4’17”

ウエスタンコナーズ
氏家 真紀子（京都）
7位, 358点, 4’22”

8. 4
第 35回
関西学生馬場馬術大会
（三木ホースランドパーク）

学生賞典 1997
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ヴェルダンディ
島 　孝之 　（京産）
657点, 7’57”

ファビアン
木村 元則 　（立命館）
652点, 7’34”

綾貴
衣袋 亜矢子（立命館）
643点, 7’41”

グラウディ
小坂 正行 　（立命館）
610点, 8’02”

祇園
田中 伸幸 　（立命館）
608点, 7’07”

ウエスタンコナーズ
氏家 真紀子（京都）
15位, 540 点, 7’57”

00. 7.22
497点, 8’13”

ウエスタンコナーズ ＆ 南部の戦績（2000.9～2001.7）

年月日 試合名（試合場） 競技名（頭数） 1 2 3 4 5 着外 連続

01. 5.26
第 36回
全関西学生馬術大会
（三木ホースランドパーク）

学生賞典 1997
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ヴェルダンディ
平岡 伊万里（京産）
660点, 8’07”

アポイリージ
山 　　 　潤 　（京都）
640点, 7’58”

月の雫
下山 こずえ（関学）
636点, 8’44”

ボン・アパート
北風 喜清 　（大府大）
621点, 7’58”

ウエスタンコナーズ
南部 隆彦 　（京都）
611点, 7’51”

01. 5.19
566点, 8’01”

7.20
第 36回
関西学生馬場馬術大会
（三木ホースランドパーク）

学生賞典 1997
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ヴェルダンディ
平岡 伊万里（京産）
659点, 8’01”

月乃雫
下山 こずえ（関学）
637点, 7’58”

ボン・アパート
北風 喜清 　（大府大）
631点, 7’19”

祇園
高橋 光昭 　（立命館）
628点, 7’59”

月湖
谷野 雅憲 　（関学）
623点, 8’08”

ウエスタンコナーズ
南部 隆彦 　（京都）
12位, 597 点, 8’00”


