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年月日 競技会名 競技会場 種目 騎乗者 点数 時間 成績 出場 MEMO
1985/12/15 京都府忘年月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 第3級課目馬場馬術競技 岩里  琢治 322点 6'51" 5 24 馬場ﾃﾞﾋﾞｭｰ
1986/1/4 東大戦 京都大学 第3級課目馬場馬術競技 岡田  江平 ＊＊＊ ＊＊＊ 2 2 東京大学
1986/1/4 東大戦 京都大学 第3級課目馬場馬術競技 乾  重人 ＊＊＊ ＊＊＊ 1 2 京都大学
1986/3/22 第18回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第3級課目馬場馬術競技 相川  哲 E －－－ － 31 馬装違反
1986/4/5 第25回 国立七大学総合体育大会 京都大学 第3級課目馬場馬術競技 山本  茂夫 271点 ＊＊＊ 3 3 名古屋大学
1986/4/5 第25回 国立七大学総合体育大会 京都大学 第3級課目馬場馬術競技 亘  文恵 279点 ＊＊＊ 2 3 東北大学
1986/4/5 第25回 国立七大学総合体育大会 京都大学 第3級課目馬場馬術競技 狩野  透 316点 ＊＊＊ 1 3 九州大学
1986/4/13 京都府月例馬術大会 京都産業大学 第3級課目馬場馬術競技(男子) 相川  哲 319点 7'06" 5 15
1986/4/13 京都府月例馬術大会 京都産業大学 小障害飛越競技Ｃ 相川  哲 -11 87"11 ／ 29 1反抗+Time,障害ﾃﾞﾋﾞｭｰ
1986/5/3 第18回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 Ａｸﾗｽ障害飛越競技(標準) 相川  哲 -4 54"57 ／ 33
1986/5/5 第18回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 第3級課目馬場馬術競技(一般) 相川  哲 316点 6'38" 12 37
1986/5/25 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 総合馬場馬術競技 相川  哲 301点 6'33"8 10 19
1986/5/25 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 小障害飛越競技 相川  哲 -16.75 108"38 － 35 2反抗+Time,80cm
1986/5/25 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 中障害飛越競技 相川  哲 E －－－ － 25 3反抗,100cm
1986/6/13 第21回 全関西学生馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 新馬障碍飛越競技 相川  哲 -8 57"60 4 6
1986/6/15 第21回 全関西学生馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ ｺﾝｿﾚｰｼｮﾝ障碍飛越競技 相川  哲 -0 50"93 1 19 100cm
1986/10/10 京都府自馬選手権大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 第3級課目馬場馬術競技(男子) 黒田  哲也 269点 6'43" 7 7
1986/12/7 第19回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第3級課目馬場馬術競技(男子) 黒田  哲也 267点 6'43" 20 27
1987/2/22 岡大戦 京都大学 障害飛越競技 胡麻崎  則男 -0 44"50 1 2 京都大学,90cm
1987/2/22 岡大戦 京都大学 障害飛越競技 坂口 -0 47"90 2 2 岡山大学,90cm
1987/3/29 第20回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第3級課目馬場馬術競技(新人戦) 黒田  哲也 347点 ＊＊＊ 5 10
1987/3/29 第20回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第3級課目馬場馬術競技(男子) 山田  武 345点 ＊＊＊ 10 27
1987/3/30 第20回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 小障害飛越競技Ａ(二段階) 黒田  哲也 -6 94"77 6 57 2段階目で1反抗+Time
1987/5/3 第19回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 Ａｸﾗｽ障害飛越競技(標準) 黒田  哲也 -0 55"85 5 45
1987/5/4 第19回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 第3級課目馬場馬術競技(一般) 黒田  哲也 270点 7'10" 17 19
1987/5/5 第19回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 Ａｸﾗｽ障害飛越競技(標準) 黒田  哲也 -0 61"74 7 43
1987/5/31 京都府月例馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ａ 黒田  哲也 E －－－ － 20 3反抗
1987/5/31 京都府月例馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ｃ 黒田  哲也 -0 ＊＊＊ ／ 15 OPEN
1987/5/31 京都府月例馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ｃ 木村  勉 -0 75"08 3 15 J.O.-0,43"73
1987/6/19 第22回 全関西学生馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 障碍飛越予選競技 黒田  哲也 -4 62"43 ／ 54 1落下
1987/6/20 第22回 全関西学生馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 中障碍飛越競技Ｃ 黒田  哲也 -11.75 104"71 ／ 20 1反抗
1987/6/20 第22回 全関西学生馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 複合馬術競技Ｃ 黒田  哲也 -160.3 6'46" 7 10 計-180.05,総合馬場
1987/6/21 第18回 関西学生新人馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 新人障碍飛越競技 山田  武 -0 63"69 ／ 35 J.O.-27, 65"81
1987/8/29 第30回 関西学生総合馬術大会 杉谷馬事公苑 調教審査･学生3-DAY EVENT馬場 黒田  哲也 -226.3 5'58" 8 12
1987/8/29 第30回 関西学生総合馬術大会 杉谷馬事公苑 耐久審査 黒田  哲也 -20 別記 ＊ 12 1反抗,A7'22" D4'25"
1987/8/30 第30回 関西学生総合馬術大会 杉谷馬事公苑 余力審査 黒田  哲也 -5 55"74 6 9 1落下,計-251.3,6/12
1987/10/2 第30回 全日本学生 3-DAY EVENT 馬事公苑 調教審査･学生3-DAY EVENT馬場 黒田  哲也 -222 6'25" ＊ 59
1987/10/3 第30回 全日本学生 3-DAY EVENT 馬事公苑 耐久審査 黒田  哲也 -168 別記 ＊ 59 6反抗+Time,A＊ D8'10"
1987/10/4 第30回 全日本学生 3-DAY EVENT 馬事公苑 余力審査 黒田  哲也 -55 ＊＊＊ ＊ ＊ 2反抗3落下+Time,計-445
1987/11/23 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ馬術大会 京都産業大学 中障害飛越競技Ｃ 黒田  哲也 -4 63"39 6 7
1987/12/7 第21回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 小障害飛越競技Ｂ 帯屋  博義 -3 47"80 ／ 31 1反抗
1987/12/7 第21回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 中障害飛越競技Ｃ 黒田  哲也 -3.75 102"91 ／ 41 1反抗+Time
1987/12/7 第21回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 中障害飛越競技Ｃ選抜 黒田  哲也 -8 87"91 ／ 14
1988/1/31 東大戦 京都大学 障害飛越競技 乾  潔 -0 81"80 1 2 東京大学,110cm
1988/1/31 東大戦 京都大学 障害飛越競技 松田  敏 -3 96"00 2 2 京都大学,110cm,1反抗
1988/3/21 第22回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 小障害飛越競技Ａ 藤井  正 -0 77"36 ／ 58
1988/3/21 第22回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 中障害飛越競技Ｃ 黒田  哲也 -0 86"61 ／ 75
1988/5/4 第20回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 Ｌｸﾗｽ障害飛越競技(Ｓ＆Ｈ) 黒田  哲也 -12 104"34 ／ 54 1反抗
1988/5/4 第20回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 Ａｸﾗｽ障害飛越競技(Ｓ＆Ｈ) 藤井  正 -9 ＊＊＊ ／ ＊ 1反抗
1988/5/5 第20回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 Ｌｸﾗｽ障害飛越競技(標準) 黒田  哲也 -3 ＊＊＊ ／ 57 1反抗
1988/5/5 第20回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 Ａｸﾗｽ障害飛越競技(二段階) 立岩  淳一 E －－－ － 63 1段階で1落下
1988/5/22 第9回 学生馬術東西対抗競技会 京都産業大学 障碍飛越競技 内門  陽司 -0 52"6 2 2 京都産業大学,110cm
1988/5/22 第9回 学生馬術東西対抗競技会 京都産業大学 障碍飛越競技 栗原  雅男 -0 52"3 1 2 早稲田大学,110cm
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1988/5/29 立命館大学体育会馬術部創立70周年記念競技会 立命館大学 中障害飛越競技Ｂ 黒田  哲也 -12.5 93"4 3 3 2反抗
1988/5/29 立命館大学体育会馬術部創立70周年記念競技会 立命館大学 小障害飛越競技Ｂ 石倉  幹子 -3.5 76"0 1 9 1反抗+Time
1988/6/4 第11回 京都府民総合体育大会馬術競技 京都府馬術競技場 中障害飛越競技Ｂ 黒田  哲也 -8.25 96"0 ／ 22 1反抗
1988/6/5 第11回 京都府民総合体育大会馬術競技 京都府馬術競技場 中障害飛越競技 黒田  哲也 -9 91"7 ／ 7 110cm,2反抗
1988/6/17 第23回 全関西学生馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 障碍飛越予選競技 黒田  哲也 -0 59"5 ／ 57
1988/6/18 第23回 全関西学生馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 中障碍飛越競技Ｂ 黒田  哲也 -4 73"8 6 21 1落下
1988/6/18 第23回 全関西学生馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 複合馬術競技Ｂ 黒田  哲也 291点 7'17" 2 6 計-148,総合馬場
1988/6/19 第19回 関西学生新人馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 新人障碍飛越競技 立岩  淳一 -4 60"2 ／ 36 1落下
1988/8/6 第23回 関西学生障碍馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 標準中障碍飛越競技･第一走行 黒田  哲也 -7 117"6 9 38 1反抗1落下
1988/8/7 第23回 関西学生障碍馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 標準中障碍飛越競技･第二走行 黒田  哲也 -4 91"6 5 37 1落下,計-11,5/38
1988/9/18 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ馬術大会 京都府馬術競技場 中障害飛越競技Ｂ 黒田  哲也 -0 102"7 2 12 J.O.-4,59"4
1988/9/18 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ馬術大会 京都府馬術競技場 小障害飛越競技Ａ 立岩  淳一 -0 102"5 1 13
1988/11/1 第38回 全日本学生障害飛越競技会 馬事公苑 標準中障害飛越競技･第一走行 黒田  哲也 -11 105"9 26 92 1反抗2落下
1988/11/2 第38回 全日本学生障害飛越競技会 馬事公苑 標準中障害飛越競技･第二走行 黒田  哲也 -12 92"5 27 75 3落下,計-23,27/92
1988/12/4 第23回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第3級課目馬場馬術競技(男子) 山田  武 312点 ＊＊＊ 13 19
1988/12/5 第23回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 小障害飛越競技Ａ 山田  武 -0 59"2 3 54
1988/12/5 第23回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 中障害飛越競技Ｃ 山田  武 -0 60"9 10 58
1989/2/26 岡大戦 京都大学 障害飛越競技 石倉  幹子 E －－－ 2 2 京都大学,3反抗,90cm
1989/2/26 岡大戦 京都大学 障害飛越競技 和泉  宏治 -0 56"0 1 2 岡山大学,90cm
1989/2/26 岡大戦 京都大学 障害飛越競技(決勝) 立岩  淳一 -0 56"0 2 2 京都大学,90cm
1989/2/26 岡大戦 京都大学 障害飛越競技(決勝) 和泉  宏治 -0 48"2 1 2 岡山大学,90cm
1989/3/20 第24回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第3級課目馬場馬術競技(男子) 山田  武 317点 5'11" 11 26
1989/3/21 第24回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 小障害飛越競技Ｂ 石倉  幹子 -0 79"43 ／ 30
1989/3/21 第24回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 中障害飛越競技Ｃ 山田  武 -9.5 117"2 ／ 52 1反抗
1989/3/21 第24回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 中障害飛越競技Ｂ 山田  武 -8 85"2 ／ 39
1989/4/16 京都府月例馬術大会 立命館大学 中障害飛越競技Ｂ 山田  武 -17 82"26 7 7 2反抗
1989/5/28 京都府月例馬術大会 京都産業大学 小障害飛越競技Ｂ 佐渡  嗣 -5.25 63"5 ／ 31 1反抗+Time
1989/5/28 京都府月例馬術大会 京都産業大学 小障害飛越競技Ｂ 岩本  裕子 -0 52"7 ／ 31
1989/5/28 京都府月例馬術大会 京都産業大学 中障害飛越競技Ｃ 山田  武 -0.5 56"4 7 13 Time
1989/5/28 京都府月例馬術大会 京都産業大学 中障害飛越競技Ｂ 山田  武 -28 83"1 ／ 13 1反抗
1989/6/23 第24回 全関西学生馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 障碍飛越予選競技 山田  武 -8 49"8 ／ 64
1989/6/24 第24回 全関西学生馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 中障碍飛越競技Ｂ 山田  武 -26.5 107"6 ／ 21 2反抗
1989/6/24 第24回 全関西学生馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 複合馬術競技Ｂ 山田  武 325点 5'06" 5 6 計-148.16,第3級課目
1989/6/25 第20回 関西学生新人馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 新人障碍飛越競技 佐渡  嗣 -4 49"8 ／ 55 1落下
1989/6/25 第20回 関西学生新人馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 新人障碍飛越競技 岩本  裕子 E －－－ － 55 ｺﾞｰﾙ後の飛越
1989/7/29 第24回 関西学生障碍馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 標準中障碍飛越競技･第一走行 山田  武 -8 92"35 9 45 2落下
1989/7/30 第24回 関西学生障碍馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 標準中障碍飛越競技･第二走行 山田  武 -20 86"40 11 41 5落下,計-28,11/45
1989/8/26 第32回 関西学生総合馬術大会 杉谷馬事公苑 調教審査･学生3-DAY EVENT馬場 山田  武 -202 5'13" 8 14
1989/8/26 第32回 関西学生総合馬術大会 杉谷馬事公苑 耐久審査 山田  武 -0 別記 5 13 A＊ D4'20"08
1989/8/27 第32回 関西学生総合馬術大会 杉谷馬事公苑 余力審査 山田  武 -0 59"4 3 12 計-202,3/14,団体1位
1989/10/10 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 中障害飛越競技Ａ 山田  武 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊ 120cm,1反抗
1989/10/31 第39回 全日本学生障害飛越競技会 馬事公苑 標準中障害飛越競技･第一走行 山田  武 -16 97"4 33 94 4落下
1989/11/1 第39回 全日本学生障害飛越競技会 馬事公苑 標準中障害飛越競技･第二走行 山田  武 -8 93"3 34 75 2落下,計-24,34/94
1989/12/4 第25回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第3級課目馬場馬術競技(複合) 石倉  幹子 349点 ＊＊＊ 7 19
1989/12/4 第25回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 小障害飛越競技Ａ 石倉  幹子 -0 55"3 ／ 52
1989/12/17 京都府忘年月例馬術大会 京都産業大学 小障害飛越競技Ｃ 小沢  耕介 -4.25 64"6 ／ 18 1反抗+Time
1990/1/14 東大戦 京都大学 障害飛越競技 谷口  健二 -0 67"5 1 2 東京大学,100cm
1990/1/14 東大戦 京都大学 障害飛越競技 額賀  信尾 -0 75"2 2 2 京都大学,100cm
1990/4/15 京都府月例馬術大会 京都産業大学 小障害飛越競技Ｂ 大橋  圭太 -3 74"5 ／ 18 1反抗
1990/4/15 京都府月例馬術大会 京都産業大学 小障害飛越競技Ａ 石倉  幹子 -0 68"3 ／ 26
1990/4/15 京都府月例馬術大会 京都産業大学 中障害飛越競技Ｃ 石倉  幹子 -0 66"6 ／ 19
1990/5/20 第26回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第3級課目馬場馬術競技(複合) 石倉  幹子 311点 5'17" 7 18
1990/5/21 第26回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 小障害飛越競技Ｂ 高谷  大輔 -0 52"4 ／ 31
1990/5/21 第26回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 小障害飛越競技Ａ 石倉  幹子 -0 47"1 2 48
1990/5/21 第26回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 中障害飛越競技Ｃ 石倉  幹子 -0 52"6 ＊ 51
1990/5/21 第26回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 複合馬術競技 石倉  幹子 －－－ －－－ 3 17 計-126.34
1990/6/3 京都府月例馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ａ 宮内  英明 E －－－ － 22 3反抗
1990/6/3 京都府月例馬術大会 立命館大学 中障害飛越競技Ｃ 石倉  幹子 -0 46"5 4 22



1990/6/15 第25回 全関西学生馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 障碍飛越予選競技 石倉  幹子 -7 64"9 ／ 77 1反抗
1990/6/16 第25回 全関西学生馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 中障碍飛越競技Ｃ 石倉  幹子 -4 53"8 ／ 25
1990/6/16 第25回 全関西学生馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 複合馬術競技Ｃ 石倉  幹子 319点 ＊＊＊ 6 11 計-128･2/3,第3級課目
1990/6/17 第21回 関西学生新人馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 新人障碍飛越競技 高谷  大輔 -18.5 91"9 ／ 39 1反抗
1990/6/17 第21回 関西学生新人馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 新人障碍飛越競技 宮内  英明 -6.25 78"3 ／ 39 1反抗+Time
1990/7/1 第13回 京都府民総合体育大会馬術競技 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 中障害飛越競技Ｃ 石倉  幹子 -3 73"7 5 18 1反抗
1990/7/1 第13回 京都府民総合体育大会馬術競技 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 中障害飛越競技Ｂ 石倉  幹子 E －－－ － 25 3反抗
1990/7/28 第25回 関西学生障碍馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 標準中障碍飛越競技･第一走行 石倉  幹子 E －－－ － 38 3反抗
1990/8/25 第33回 関西学生総合馬術大会 杉谷馬事公苑 調教審査･総合馬場馬術競技 石倉  幹子 -77.25 5'29" 20 40 複合
1990/8/25 第15回 関西学生女子複合馬術大会 杉谷馬事公苑 馬場馬術競技･第3級課目馬場 石倉  幹子 -67.35 4'46" 1 24 複合
1990/8/26 第33回 関西学生総合馬術大会 杉谷馬事公苑 余力審査 石倉  幹子 -10 87"7 10 40 1反抗,計-87.25,10/40,団体3位
1990/8/26 第15回 関西学生女子複合馬術大会 杉谷馬事公苑 障碍飛越競技 石倉  幹子 -0 55"0 1 24 計-67.35,1/24
1990/11/10 第33回 全日本学生 3-DAY EVENT 馬事公苑 調教審査･学生3-DAY EVENT馬場 石倉  幹子 -215.3 5'35" 41 58
1990/11/11 第33回 全日本学生 3-DAY EVENT 馬事公苑 耐久審査 石倉  幹子 E －－－ － 57 経路違反
1990/12/24 京都府忘年月例馬術大会 京都産業大学 中障害飛越競技Ｃ 佐渡  嗣 E －－－ － 33 100cm,経路違反
1990/12/24 京都府忘年月例馬術大会 京都産業大学 中障害飛越競技Ｂ 佐渡  嗣 -3 68"7 ／ 21 110cm,1反抗
1991/3/3 第27回 淀ﾎｰｽｼｮｰ馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 小障害飛越競技Ｂ 佐渡  嗣 -0 48"4 4 45 J.O.-0 31"4
1991/3/4 第27回 淀ﾎｰｽｼｮｰ馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ ｽﾋﾟｰﾄﾞ＆ﾊﾝﾃﾞｨﾈｽ競技Ａ 佐渡  嗣 75"3 ＊＊＊ ／ 17 120cm
1991/3/10 岡大戦 京都大学 小障害飛越競技 川副  千秋 -17.25 113"0 2 2 岡山大学,90cm,2反抗
1991/3/10 岡大戦 京都大学 小障害飛越競技 大橋  圭太 -0 70"0 1 2 京都大学,90cm
1991/3/21 京都府月例馬術大会･京都府新人馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 低障害飛越競技 小林  深雪 -0 48"6 ／ 11
1991/3/21 京都府月例馬術大会･京都府新人馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 中障害飛越競技Ｃ 佐渡  嗣 -4 45"7 ／ 28
1991/4/29 京都府月例馬術大会 立命館大学 中障害飛越競技Ｃ 佐渡  嗣 -3 77"60 ／ 23 1反抗
1991/4/29 京都府月例馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ｃ 河原  功志 E －－－ － 21 3反抗
1991/5/3 第29回 関西学生馬術選手権大会 京都産業大学 予選･部班 額賀  信尾 54点 ＊＊＊ ＊ ＊ 京都大学
1991/5/3 第29回 関西学生馬術選手権大会 京都産業大学 予選･部班 長沼  隆弘 51点 ＊＊＊ ＊ ＊ 甲南大学
1991/5/3 第29回 関西学生馬術選手権大会 京都産業大学 予選･部班 九十九  伸一 46点 ＊＊＊ ＊ ＊ 京都大学
1991/7/13 第14回 京都府民総合体育大会馬術競技 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ ｼﾆｱ総合馬場馬術競技 佐渡  嗣 354点 7'21" 1 1
1991/7/13 第14回 京都府民総合体育大会馬術競技 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 中障害飛越競技Ｃ 佐渡  嗣 -19.5 99"7 ／ 15 2反抗
1991/7/26 第26回 関西学生障碍馬術大会 甲南大学 標準中障碍飛越競技予選 佐渡  嗣 E －－－ － 24 3反抗
1991/7/28 第26回 関西学生障碍馬術大会 甲南大学 小障碍飛越競技 佐渡  嗣 E －－－ － 7 3反抗
1991/8/31 第34回 関西学生総合馬術大会 甲南大学 調教審査･学生3-DAY EVENT馬場 佐渡  嗣 -196 7'00" 13 28 複合
1991/9/1 第34回 関西学生総合馬術大会 甲南大学 余力審査 佐渡  嗣 -20 72"1 12 28 1反抗2落下,計-216,12/28
1991/9/15 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 第2課目馬場馬術競技 渡邉  太郎 306点 4'38" 12 15
1991/10/10 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ａ 佐渡  嗣 -0 53"1 5 17 J.O.-4 31"7
1991/10/10 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ｃ 渡邉  太郎 E －－－ － 15 3反抗
1991/10/10 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ馬術大会 立命館大学 中障害飛越競技Ｓ＆Ｈ 佐渡  嗣 79"8 ＊＊＊ 3 9 110cm
1991/12/14 第34回 全日本学生 3-DAY EVENT 馬事公苑 調教審査･学生3-DAY EVENT馬場 佐渡  嗣 -163.7 7'04" 39 60
1991/12/15 第34回 全日本学生 3-DAY EVENT 馬事公苑 耐久審査 佐渡  嗣 E －－－ － 60 3反抗(No.14)
1992/3/2 第29回 淀ﾎｰｽｼｮ-馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 小障害飛越競技Ｃ 渡邉  太郎 -13.5 95"0 ／ 40 2反抗+Time
1992/3/2 第29回 淀ﾎｰｽｼｮ-馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ ｺﾝｿﾚｰｼｮﾝ障害飛越競技 渡邉  太郎 -0 67"8 5 16 90cm
1992/3/20 京都4大学新人戦･京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 小障害飛越競技Ｂ 渡邉  太郎 -0 67"3 ／ 26 新人戦障害団体2位
1992/4/13 東大戦 京都大学 障害飛越競技 西嶋  一樹 -0 82"4 － 3 東京大学,100cm,J.O.-0
1992/4/13 東大戦 京都大学 障害飛越競技 渡邉  太郎 -0 91"2 － 3 京都大学,100cm,J.O.-0
1992/4/13 東大戦 京都大学 障害飛越競技 鈴木  哲矢 -4 81"6 － 3 東京大学,100cm,1反抗
1992/4/29 京都府月例馬術大会 京都産業大学 小障害飛越競技Ｃ 岸辺  護 E －－－ － 30 3反抗
1992/4/29 京都府月例馬術大会 京都産業大学 小障害飛越競技Ａ 渡邉  太郎 -7.5 88"6 ／ 33 1反抗+Time
1992/6/7 京都府月例馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ａ 渡邉  太郎 -3.75 82"6 ／ 29 1反抗+Time
1992/6/7 京都府月例馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ｂ 舘野  隆之輔 -0 76"0 4 21 Open 4人
1992/6/7 京都府月例馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ｂ 中嶋  亮 E －－－ － 21 Open 4人,3反抗
1992/6/7 京都府月例馬術大会 立命館大学 中障害飛越競技Ｃ Ｓ＆Ｈ 渡邉  太郎 93"6 ＊＊＊ ／ 23
1992/6/26 第27回 全関西学生馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 障碍飛越予選競技 渡邉  太郎 -5.5 72"0 ／ 66 1反抗+Time
1992/6/27 第27回 全関西学生馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 中障碍飛越競技Ｃ 渡邉  太郎 -0 58"1 3 20 J.O.-3 50"5
1992/6/27 第27回 全関西学生馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 複合馬術競技Ｃ 渡邉  太郎 320点 4'45" 3 11 計-143.3,第2課目
1992/6/28 第23回 関西学生新人馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 新人障碍飛越競技 舘野  隆之輔 -0 45"7 ／ 49 J.O.-11 42"4
1992/6/28 第23回 関西学生新人馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 新人障碍飛越競技 中嶋  亮 -0 48"0 ／ 49 J.O.-0 29"3
1992/7/18 第15回 京都府民総合体育大会馬術競技 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 中障害飛越競技Ｃ 標準 渡邉  太郎 -0 58"9 2 23 J.O.-0
1992/7/18 第15回 京都府民総合体育大会馬術競技 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 中障害飛越競技Ｂ 渡邉  太郎 -12 60"0 ／ 14



1992/8/1 第27回 関西学生障碍馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 標準中障碍飛越競技･第一走行 渡邉  太郎 -49.5 226"0 ／ 42 3反抗
1992/8/29 第35回 関西学生総合馬術大会 京都産業大学 調教審査･学生3-DAY EVENT馬場 渡邉  太郎 -174.6 6'37" 30 34
1992/8/30 第35回 関西学生総合馬術大会 京都産業大学 余力審査 渡邉  太郎 -0 70"9 7 33 計-174.6,7/34
1992/9/23 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ記念馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 中障害飛越競技Ｃ Ｓ＆Ｈ 渡邉  太郎 70"8 ＊＊＊ 7 23 Open 1人
1992/9/23 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ記念馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 中障害飛越競技Ｂ 渡邉  太郎 -0 61"5 4 14 J.O.-39, 2反抗1落下+T減
1992/9/23 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ記念馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 小障害飛越競技Ｃ 長谷部  直子 -0 64"2 ／ 27 Open 2人
1992/11/14 第35回 全日本学生 3-DAY EVENT 馬事公苑 調教審査･学生3-DAY EVENT馬場 渡邉  太郎 -179.3 6'11" 50 68
1992/11/15 第35回 全日本学生 3-DAY EVENT 馬事公苑 耐久審査 渡邉  太郎 E －－－ － 68 No.23 逆標旗
1992/12/6 京都府忘年月例馬術大会 京都産業大学 中障害飛越競技Ｃ 渡邉  太郎 -8 59"5 ／ 17
1992/12/6 京都府忘年月例馬術大会 京都産業大学 小障害飛越競技Ｂ 瀬木  恵里 -0.25 69"7 ／ 21 Open 2人,Time
1993/2/26 岡大戦 京都大学 障害飛越競技 小川  仁 -3.5 81"2 2 2 岡山大学,90cm,1反抗+Time
1993/2/26 岡大戦 京都大学 障害飛越競技 高橋  宗士 -0 75"1 1 2 京都大学,90cm
1993/2/26 岡大戦 京都大学 障害飛越競技 黒田  尚美 -0 70"1 2 2 岡山大学,90cm
1993/2/26 岡大戦 京都大学 障害飛越競技 瀬木  恵里 -0 63"4 1 2 京都大学,90cm
1993/3/14 京都府月例馬術大会･京都府新人馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ａ 渡邉  太郎 -0 67"7 ／ 24 Open 3人
1993/3/14 京都府月例馬術大会･京都府新人馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ｂ 大原  麻子 -0 70"0 ／ 31 Open 1人
1993/3/14 京都府月例馬術大会･京都府新人馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ｂ 岸辺  護 -12.75 86"4 ／ 31 Open 1人,2反抗+Time
1993/4/4 第32回 国立七大学総合体育大会 京都大学 決勝戦 渡邉  太郎 -4.5 93"7 3 3 京都大学,100cm,1反抗+Time
1993/4/4 第32回 国立七大学総合体育大会 京都大学 決勝戦 海津  裕 -3 75"4 2 3 東京大学,100cm,1反抗
1993/4/4 第32回 国立七大学総合体育大会 京都大学 決勝戦 小川  嘉康 -0 64"4 1 3 名古屋大学,100cm
1993/4/18 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 小障害飛越競技Ａ 舘野  隆之輔 -0 48"2 2 30
1993/4/18 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 小障害飛越競技Ｃ 桝原  治 E －－－ － 19 経路違反
1993/4/18 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 中障害飛越競技Ｂ 渡邉  太郎 -19 73"9 ／ 18 1反抗
1993/4/29 第4回 関西学生馬術王座決定戦･決勝ﾘｰｸﾞ 関西学院大学 中障碍飛越競技Ｃ 渡邉  太郎 -0 63"7 － 2 京都大学
1993/4/29 第4回 関西学生馬術王座決定戦･決勝ﾘｰｸﾞ 関西学院大学 中障碍飛越競技Ｃ 吉川  浩史 -3 70"0 － 2 関西大学,1反抗
1993/5/23 京都府月例馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ｂ 若野  博嗣 -0 50"0 ／ 39 Open 1人
1993/5/23 京都府月例馬術大会 立命館大学 中障害飛越競技Ｂ 渡邉  太郎 -4 63"4 ／ 12 Open 1人
1993/6/9 京都府月例馬術大会 京都産業大学 小障害飛越競技Ｃ 大宮  琢磨 -4 81"2 ／ 29 1反抗+Time
1993/6/9 京都府月例馬術大会 京都産業大学 小障害飛越競技Ｃ 高桑  浩彰 -0 53"3 1 29
1993/6/9 京都府月例馬術大会 京都産業大学 一般中障害飛越競技Ｃ 渡邉  太郎 -0 61"7 4 16
1993/7/30 第28回 全関西学生馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 障碍飛越予選競技 渡邉  太郎 E －－－ － 60 3反抗
1993/9/15 第36回 関西学生総合馬術大会 京都産業大学 調教審査･学生3DAY-EVENT馬場 渡邉  太郎 -154.7 6'04" 14 31 複合
1993/9/23 第36回 関西学生総合馬術大会 京都産業大学 余力審査 渡邉  太郎 E －－－ － 29 3反抗
1993/12/19 京都府忘年月例馬術大会 京都産業大学 小障害飛越競技Ｃ 水野  礼 -21 115"6 ／ 19 Open 1人,2反抗+Time
1994/3/21 京都四大学新人戦･京都府月例馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ａ 水野  礼 -0 75"8 6 31
1994/3/21 京都四大学新人戦･京都府月例馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ｃ 高桑  浩彰 -0 66"4 4 14 Open 1人
1994/4/17 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 小障害飛越競技Ｃ 田口  健治 E －－－ － 28 Open 1人,3反抗
1994/4/17 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 小障害飛越競技Ａ 水野  礼 -0 69"6 ／ 42
1994/5/15 京都府月例馬術大会 京都産業大学 小障害飛越競技Ｃ 榊本  大輔 -6.75 80"5 ／ 23 1反抗+Time
1994/5/15 京都府月例馬術大会 京都産業大学 中障害飛越競技Ｃ 水野  礼 -24.75 112"6 ／ 18 Open 2人,2反抗+Time
1994/6/17 第29回 全関西学生馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 障碍飛越予選競技 水野  礼 -8 44"96 ／ 68
1994/6/18 第29回 全関西学生馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 中障碍飛越競技Ｃ 水野  礼 -3 79"81 ／ 32 1反抗
1994/6/18 第29回 全関西学生馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 複合馬術競技Ｃ 水野  礼 337.5点 3'51" 4 10 計-127.5,第3課目1993
1994/6/19 第25回 関西学生新人馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 新人障碍飛越競技 中島  禎典 -4 57"6 ／ 54 1落下
1994/6/19 第25回 関西学生新人馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 新人障碍飛越競技 榊本  大輔 -0 71"3 10 54 J.O.-0 42"4
1994/7/17 第17回 京都府民総合体育大会馬術競技 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 小障害飛越競技Ｃ 瀬木  恵里 -0 65"3 3 10
1994/7/17 第17回 京都府民総合体育大会馬術競技 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 中障害飛越競技Ｃ 水野  礼 -4 74"7 ／ 25 1落下
1994/8/13 第37回 関西学生総合馬術大会 京都産業大学 調教審査･学生3-DAY EVENT馬場 水野  礼 -151.6 5'05" 4 33 複合
1994/8/13 第19回 関西学生女子複合馬術大会 京都産業大学 馬場馬術競技･第3課目馬場1993 瀬木  恵里 -108.1 3'37" 6 30 複合
1994/8/14 第37回 関西学生総合馬術大会 京都産業大学 余力審査 水野  礼 -16.75 97"4 3 33 1反抗1落下+Time,-168･5/12,団体2位
1994/8/14 第19回 関西学生女子複合馬術大会 京都産業大学 障碍飛越競技 瀬木  恵里 -5 72"7 7 30 1落下,計-113.1
1994/9/17 京都府月例馬術大会 高宮 RIDING PARK 中障害飛越競技Ｃ 水野  礼 -0 69"3 6 10 J.O.-44 2反抗+Time
1994/9/17 京都府月例馬術大会 高宮 RIDING PARK 小障害飛越競技Ｃ 田口  健治 -0 62"7 2 21
1994/10/16 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ記念馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 第2課目馬場馬術競技1993 齋木  洋史 301点 4'56" 5 15
1994/10/16 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ記念馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 小障害飛越競技Ｂ 田口  健治 -0 54"2 4 19 Open 6人
1994/12/10 第37回 全日本学生賞典総合馬術競技大会 馬事公苑 調教審査･学生3-DAY EVENT馬場 水野  礼 -148.2 ＊＊＊ 33 63
1994/12/11 第37回 全日本学生賞典総合馬術競技大会 馬事公苑 耐久審査 水野  礼 E －－－ － 62 3反抗(No.10)
1995/2/26 岡大戦 京都大学 障害飛越競技 東谷  唯加 -0 55"9 1 2 岡山大学,90cm



1995/2/26 岡大戦 京都大学 障害飛越競技 所  啓子 -3 63"5 2 2 京都大学,90cm,1反抗
1995/3/21 京都四大学新人戦 兼 京都府月例馬術大会 京都産業大学 小障害飛越競技Ａ 田口  健治 -0 60"9 5 33 新人戦 3/12
1995/3/21 京都四大学新人戦 兼 京都府月例馬術大会 京都産業大学 小障害飛越競技Ｃ 竹之内みどり -0 67"2 ／ 23
1995/5/28 京都府月例馬術大会 京都産業大学 低障害飛越競技 水口  智江可 -0.25 62"9 6 7 Time
1995/5/28 京都府月例馬術大会 京都産業大学 小障害飛越競技Ａ 田口  健治 E －－－ － 29 3反抗
1995/6/16 第30回 全関西学生馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 障碍飛越予選競技 田口  健治 -0 50"8 4 74
1995/6/17 第30回 全関西学生馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 中障碍飛越競技Ｃ 田口  健治 E －－－ － 27 3反抗
1995/6/18 第26回 関西学生新人馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 新人障碍飛越競技 池田  俊太郎 E －－－ － 49 3反抗
1995/6/18 第26回 関西学生新人馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 新人障碍飛越競技 吉田  暢之 E －－－ － 49 落馬
1995/7/15 第18回 京都府民総合体育大会馬術競技 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 第3課目馬場馬術競技1993 田口  健治 326点 4'26" 15 19
1995/7/30 第30回 関西学生障碍馬術大会 琵琶湖乗馬ｸﾗﾌﾞ 小障碍飛越競技 田口  健治 -17.75 116"6 1 8 110cm,2反抗+Time
1995/8/19 第38回 関西学生総合馬術大会 琵琶湖乗馬ｸﾗﾌﾞ 調教審査･学生賞典総合馬場 田口  健治 -141･5/6 5'00" 11 34 複合          団体2位
1995/8/20 第38回 関西学生総合馬術大会 琵琶湖乗馬ｸﾗﾌﾞ 余力審査 田口  健治 -5 67"5 5 33 1落下,計-146･5/6,5/33
1995/9/15 京都府月例馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ｃ 関本  麻香 E －－－ － 16 落馬
1995/9/15 京都府月例馬術大会 立命館大学 中障害飛越競技Ｃ 田口  健治 -15.5 103"5 2 6 2反抗+Time
1995/11/4 第38回 全日本学生賞典総合馬術競技大会 馬事公苑 調教審査･学生賞典総合馬場 田口  健治 -125 5'02" 38 69
1995/11/5 第38回 全日本学生賞典総合馬術競技大会 馬事公苑 耐久審査 田口  健治 -382 別記 54 69 10反抗+Time,A11'49" D11'04"5
1995/11/5 第38回 全日本学生賞典総合馬術競技大会 馬事公苑 余力審査 田口  健治 -25 104"9 50 52 1反抗1落下+Eime,50/69
1995/12/2 第31回 淀馬術競技大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第2課目馬場馬術競技1993 田々美  健治 281.5点 5'30" 37 41
1995/12/3 第31回 淀馬術競技大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 小障害飛越競技Ｃ 関本  麻香 -0 66"7 ／ 33
1995/12/23 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 小障害飛越競技Ｃ 関本  麻香 -0 45"2 2 9
1996/3/10 第32回 淀馬術競技大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟ 関本  麻香 -15.5 81"65 ／ 50 90cm,2反抗+Time
1996/3/11 第32回 淀馬術競技大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 小障害飛越競技Ｂ 関本  麻香 -8 83"94 ／ 35 1反抗1落下+Time
1996/3/20 京都4大学新人戦･京都府月例馬術大会 京都産業大学 小障害飛越競技Ｂ 関本  麻香 -0 51"18 2 6
1996/3/20 第7回 関西学生馬術王座決定戦･京都地区予選 京都産業大学 小障碍飛越競技Ａ 関本  麻香 -0 42"49 ／ 3 京都大学
1996/3/20 第7回 関西学生馬術王座決定戦･京都地区予選 京都産業大学 小障碍飛越競技Ａ 浜口  久美代 -0 43"33 ／ 3 京都産業大学
1996/3/20 第7回 関西学生馬術王座決定戦･京都地区予選 京都産業大学 小障碍飛越競技Ａ 田中  主馬 -0 46"23 ／ 3 立命館大学
1996/4/14 京都府月例馬術大会 立命館大学 低障害飛越競技 神谷  里美 E －－－ － 12 3反抗
1996/4/28 東大戦 京都大学 障害飛越競技 黒田  健一 -28.5 122"38 2 2 東京大学,100cm,2反抗+Time
1996/4/28 東大戦 京都大学 障害飛越競技 榊本  大輔 -4 65"76 1 2 京都大学,100cm,1落下
1996/5/26 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 小障害飛越競技Ａ 関本  麻香 -0 64"26 2 20
1996/6/7 第31回 全関西学生馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 障碍飛越予選競技 関本  麻香 E －－－ － 73 3反抗
1996/6/9 第28回 関西学生女子自馬大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 女子障碍飛越競技 関本  麻香 -0 64"08 ／ 37 90cm,J.O.-14,1反抗+Time
1996/6/9 第27回 関西学生新人馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 新人障碍飛越競技 田々美  健治 E －－－ － 68 3反抗
1996/7/13 第19回 京都府民総合体育大会馬術競技 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第3課目馬場馬術競技1993 関本  麻香 314点 4'11" 8 12
1996/7/14 第19回 京都府民総合体育大会馬術競技 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 小障害飛越競技Ａ･二段階 関本  麻香 -3 40"98 ／ 21 第二段階(1反抗)で終了
1996/8/17 第21回 関西学生女子複合馬術大会 琵琶湖乗馬ｸﾗﾌﾞ 馬場馬術競技･第3課目1993 関本  麻香 -117･1/2 4'13" 13 27 複合
1996/8/18 第21回 関西学生女子複合馬術大会 琵琶湖乗馬ｸﾗﾌﾞ 障碍飛越競技 関本  麻香 -30 70"59 9 26 100cm,2反抗,計-147･1/2,9/27
1996/10/10 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ記念馬術大会 高宮 RIDING PARK 小障害飛越競技Ｂ 伊勢谷  高司 -0 71"71 ／ 22
1996/11/30 第33回 淀馬術競技大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第2課目馬場馬術競技1993 鈴木  一平 330.5点 5'23" 5 18
1997/2/22 岡大戦 京都大学 第3課目馬場馬術競技1993 藤原  英彰 315点 4'52" 1 2 岡山大学
1997/2/22 岡大戦 京都大学 第3課目馬場馬術競技1993 伊勢谷  高司 314.5点 4'21" 2 2 京都大学
1997/3/2 第34回 淀馬術競技大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 小障害飛越競技Ｃ 伊勢谷  高司 -17.25 112"51 ／ 30 2反抗+Time
1997/3/16 京都4大学新人戦･京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 低障害飛越競技 井上  治 -0 57"54 1 14
1997/4/27 第8回 関西学生馬術王座決定戦･決勝ﾘｰｸﾞ 関西大学 小障害飛越競技Ａ 井上  孝一 -16.75 90"83 2 2 100cm,2反抗1落下,関西大学
1997/4/27 第8回 関西学生馬術王座決定戦･決勝ﾘｰｸﾞ 関西大学 小障害飛越競技Ａ 井上  智之 -0 60"43 1 2 100cm,関西学院大学
1997/5/5 第35回 関西学生馬術選手権大会 京都産業大学 決勝･障害飛越競技 阿部  克弘 -0 58"12 ＊ 4 110cm,立命館大学
1997/5/5 第35回 関西学生馬術選手権大会 京都産業大学 決勝･障害飛越競技 百田  牧人 -0 60"65 ＊ 4 110cm,京都大学
1997/5/5 第35回 関西学生馬術選手権大会 京都産業大学 決勝･障害飛越競技 肥山  寿一 -0 59"38 ＊ 4 110cm,京都産業大学
1997/5/5 第35回 関西学生馬術選手権大会 京都産業大学 決勝･障害飛越競技 井上  智之 -0 64"34 ＊ 4 110cm,関西学院大学
1997/5/18 京都府月例馬術大会 京都産業大学 小障害飛越競技Ｂ 伊勢谷  高司 -0 71"12 ／ 25
1997/5/18 京都府月例馬術大会 京都産業大学 低障害飛越競技 河村  圭亮 -19.75 117"36 ／ 11 2反抗+Time
1997/5/18 京都府月例馬術大会 京都産業大学 小障害飛越競技Ａ 伊勢谷  高司 -6.75 90"00 ／ 22 1反抗+Time
1997/6/6 第32回 全関西学生馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 障害飛越予選競技 伊勢谷  高司 -10.25 93"74 ／ 73 1反抗1落下+tIME
1997/6/7 第32回 全関西学生馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 中障害飛越競技Ｃ 伊勢谷  高司 E －－－ － 25 技術的声援
1997/6/8 第28回 関西学生新人馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 新人障害飛越競技 河村  圭亮 -0 55"13 ／ 51 J.O.E 3反抗
1907/7/13 第20回 京都府民総合体育大会馬術競技 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 小障害飛越競技Ｃ 鈴木  一平 E －－－ － 25 3反抗
1997/7/13 第20回 京都府民総合体育大会馬術競技 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 中障害飛越競技Ｃ 伊勢谷  高司 E －－－ － 25 3反抗



1997/8/9 第40回 関西学生総合馬術大会 杉谷馬事公苑 調教審査･学生賞典総合馬場 伊勢谷  高司 -80 5'29" 14 25
1997/8/9 第40回 関西学生総合馬術大会 杉谷馬事公苑 余力審査 伊勢谷  高司 E －－－ － 24 3反抗
1997/8/10 第40回 関西学生総合馬術大会 信太山 耐久審査 伊勢谷  高司 -107.4 D5'21" OP 18 2反抗+Time A3'42"
1997/9/7 京都府月例馬術大会 高宮 RIDING PARK 小障害飛越競技Ｃ 宮地  秀和 -0 59"70 1 16
1997/10/10 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ記念馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 第2課目馬場馬術競技1993 福田  淳子 28.54点 5'31" 8 10
1997/10/10 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ記念馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 小障害飛越競技Ｂ 宮地  秀和 -0 58"23 5 32 Open 1人
1997/10/10 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ記念馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 中障害飛越競技Ｃ Ｓ＆Ｈ 伊勢谷  高司 103"81 ＊＊＊ ／ 15 1反抗
1997/12/13 第40回 全日本学生賞典総合馬術競技大会 馬事公苑 調教審査･学生賞典総合馬場 伊勢谷  高司 -123.5 5'16" 39 69
1997/12/14 第40回 全日本学生賞典総合馬術競技大会 馬事公苑 耐久審査 伊勢谷  高司 -388 D12'55 53 68 10反抗+Time A7'46"
1997/12/14 第40回 全日本学生賞典総合馬術競技大会 馬事公苑 余力審査 伊勢谷  高司 E －－－ － 52 3反抗
1998/3/8 第36回 淀馬術競技大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 小障害飛越競技Ａ 宮地  秀和 E －－－ － 47 3反抗
1998/3/9 第36回 淀馬術競技大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 小障害飛越競技Ｂ 宮地  秀和 -4 70"11 ／ 48 1落下
1998/3/21 京都4大学新人戦･京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 小障害飛越競技Ｂ 宮地  秀和 -20.75 100"33 ／ 28 Open 2人,2反抗1落下+Time
1998/8/5 第41回 関西学生総合馬術大会 杉谷馬事公苑 調教審査･総合馬場課目ﾂｰｽﾀｰ1998 宮地  秀和 E －－－ － 44 ﾍﾞﾙ前入場
1998/8/6 第41回 関西学生総合馬術大会 杉谷馬事公苑 余力審査 宮地  秀和 E －－－ OP 42 3反抗     失権41回目(うち馬場で1回)


