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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
1995/7/16 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 小障害飛越競技Ｃ 中島  禎典 -0 55"7 ／ 24 障害ﾃﾞﾋﾞｭｰ
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 中島  禎典 -0 65"2 5 16
1995/9/15 京都府月例馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ｂ 中島  禎典 -0 63"8 1 8
1995/10/10 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Ａ 中島  禎典 -8 103"8 ／ 26 1反抗+Time
1995/10/10 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Ｃ 中島  禎典 -0 81"4 ／ 31
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Ａ 中島  禎典 -3 78"3 ／ 30 1反抗
1995/12/4 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Ｂ 中島  禎典 -0 65"7 ／ 29 100cm
1995/12/23 京都府忘年月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 小障害飛越競技Ｂ 中島  禎典 -0 43"9 5 19 Open 1人
1995/12/23 京都府忘年月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 中障害飛越競技Ｃ 中島  禎典 -4.5 66"0 ／ 10 1反抗+Time
1996/3/9 第32回 淀馬術競技大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第3課目馬場馬術競技1993 中島  禎典 352.5点 4'04" 9 17 馬場ﾃﾞﾋﾞｭｰ
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 中島  禎典 -0 62"51 4 50 90cm
1996/3/10 第32回 淀馬術競技大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ ﾀｰﾌｶｯﾌﾟ競技 中島  禎典 -4 64"58 5 18 110cm,1落下
1996/3/11 第32回 淀馬術競技大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 中障害飛越競技Ｃ Ｌ級 中島  禎典 -4 75"07 ／ 36 1落下
1996/4/14 京都府月例馬術大会 立命館大学 中障害飛越競技Ｃ 中島  禎典 -4 50"74 ／ 20 1落下
1996/4/14 京都府月例馬術大会 立命館大学 中障害飛越競技Ｂ 中島  禎典 -0 53"42 2 7 J.O.-0 36"33
1996/4/28 東大戦 京都大学 障害飛越競技 浜田  晃太郎 -0 83"52 2 2 東京大学,100cm
1996/4/28 東大戦 京都大学 障害飛越競技 田口  健治 -0 77"16 1 2 京都大学,100cm
1996/5/26 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 中障害飛越競技Ｃ 中島  禎典 -0 68"19 3 23
1996/5/26 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 中島  禎典 -4 71"22 6 8 1落下
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 新馬障碍飛越競技 中島  禎典 -0 53"82 3 16 90cm,J.O.-4 25"58
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 中島  禎典 -8 53"89 ／ 73 100cm,2落下
1996/6/8 第31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 中島  禎典 -16 75"56 ／ 22 4落下
1996/6/8 第31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 中島  禎典 360点 4'05" 4 6 第3課目1993,計-130
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 中障害飛越競技Ｂ 中島  禎典 -4 74"95 ／ 20 1落下
1996/7/27 第31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 中島  禎典 -0 95"03 2 42
1996/7/28 第31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 中島  禎典 -4 93"50 1 41 1落下,計-4,1/42,団体3位
1996/8/17 第39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 中島  禎典 -146･2/3 4'40" 20 34 複合
1996/8/18 第39回 関西学生総合馬術大会 琵琶湖乗馬ｸﾗﾌﾞ 余力審査 中島  禎典 E －－－ － 34 110cm,3反抗(V字袖)
1996/9/15 京都府月例馬術大会 京都産業大学 小障害飛越競技Ｂ 横江  友佳 -0 53"66 1 14 Open 5人
1996/9/15 京都府月例馬術大会 京都産業大学 中障害飛越競技Ｂ 中島  禎典 -0 59"15 1 5
1996/10/30 第46回 全日本学生賞典障害飛越競技大会 馬事公苑 学生賞典障害飛越競技･第一走行 中島  禎典 E －－－ － 97 3反抗(No.8 ﾄﾘﾌﾟﾙA)
1996/10/31 第46回 全日本学生賞典障害飛越競技大会 馬事公苑 学生賞典障害飛越競技･第二走行 中島  禎典 E －－－ － 79 3反抗(No.7 ｵｸｻ),団体11位
1996/12/1 第33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 横江  友佳 -0 65"18 1 52
1996/12/2 第33回 淀馬術競技大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ ﾀｰﾌｶｯﾌﾟＡｸﾞﾙｰﾌﾟ 横江  友佳 E －－－ － 11 110cm,3反抗
1996/12/15 京都府忘年月例馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ｂ 堀  幸子 -0.25 71"50 ／ 24 Time
1996/12/15 京都府忘年月例馬術大会 立命館大学 中障害飛越競技Ｃ 横江  友佳 -7.5 86"59 ／ 12 1反抗+Time
1997/2/16 第1回 関西学生馬術ﾌﾟﾘﾝｾｽ大会･1回戦･HOME 京都大学 障害飛越競技 川原  恵子 -4.75 73"45 2 2 京都大学,80cm,1反抗+Time
1997/2/16 第1回 関西学生馬術ﾌﾟﾘﾝｾｽ大会･1回戦･HOME 京都大学 障害飛越競技 山田  京子 -0 58"29 1 2 大阪府立大学,80cm
1997/3/1 第34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 横江  友佳 -0 70"94 ／ 46 90cm
1997/3/2 第34回 淀馬術競技大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第3課目馬場馬術競技1993 横江  友佳 348点 4'12" 10 26
1997/3/3 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Ｂ 堀  幸子 -3.5 85"66 ／ 34 1反抗+Time
1997/3/3 第34回 淀馬術競技大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ ﾀｰﾌｶｯﾌﾟ Ａｸﾞﾙｰﾌﾟ 横江  友佳 -0 73"07 2 15 110cm,J.O.-4 48"71
1997/3/3 第34回 淀馬術競技大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 中障害飛越競技Ｃ 横江  友佳 -4 75"54 4 21 1落下
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 小障害飛越競技Ｂ 堀  幸子 -4 66"03 ／ 18 1落下
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 中障害飛越競技Ｃ 横江  友佳 -3 74"23 5 16 1反抗
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 横江  友佳 -0 47"37 1 2 京都大学,100cm
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 吉田  心一 -0 50"46 2 2 関西学院大学,100cm
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 山添  晴治 -0 66"04 ／ 25
1997/5/18 京都府月例馬術大会 京都産業大学 中障害飛越競技Ｃ 横江  友佳 -22 110"13 ／ 18 Open 1人,2反抗1落下+Time
1997/5/18 京都府月例馬術大会 京都産業大学 中障害飛越競技Ｂ 横江  友佳 -8 65"55 5 7 2落下
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 横江  友佳 -8 65"62 ／ 73 100cm,2落下
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Ｂ 横江  友佳 E －－－ － 12 3反抗(ﾄﾘﾌﾟﾙ)
1997/6/8 第29回 関西学生女子自馬大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 女子障害飛越競技 堀  幸子 -0 61"12 6 32 90cm,J.O.-4 45"69 1落下
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 山添  晴治 -0 54"96 3 51 90cm,J.O.-0 43"49
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1997/6/22 京都府月例馬術大会 立命館大学 中障害飛越競技Ｃ 横江  友佳 -8 66"72 ／ 15 2落下
1997/6/22 京都府月例馬術大会 立命館大学 中障害飛越競技Ｂ 横江  友佳 -11.75 88"52 4 5 2反抗+Time
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Ｂ(成年女子) 横江  友佳 E －－－ － 6 3反抗, 国体選考
1997/7/26 第32回 関西学生障害馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 標準中障害飛越競技･第一走行 横江  友佳 -20 83"35 15 39 5落下
1997/7/27 第32回 関西学生障害馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 標準中障害飛越競技･第二走行 横江  友佳 -4 87"42 5 35 1落下,計-24,5/39
1997/8/8 第22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課目馬場1993 横江  友佳 -110･2/3 4'05" 3 21
1997/8/8 第22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課目馬場1993 堀  幸子 -107 4'41" 2 21
1997/8/9 第22回 関西学生女子複合馬術大会 杉谷馬事公苑 障害飛越競技 横江  友佳 E －－－ － 20 100cm,3反抗(垂直)
1997/8/9 第22回 関西学生女子複合馬術大会 杉谷馬事公苑 障害飛越競技 堀  幸子 E －－－ － 20 100cm,3反抗(垂直)
1997/9/7 京都府月例馬術大会 高宮 RIDING PARK 小障害飛越競技Ｂ 伊勢谷  高司 E －－－ － 15 3反抗
1997/9/7 京都府月例馬術大会 高宮 RIDING PARK 小障害飛越競技Ａ 横江  友佳 E －－－ － 18 3反抗, Open
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 低障害飛越競技 東松  英司 -0 56"89 3 17
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 横江  友佳 E －－－ － 15 3反抗
1997/11/30 第35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 横江  友佳 E －－－ － 42 3反抗(ﾘﾊﾞﾌﾟｰﾙ)
1997/12/9 第47回 全日本学生賞典障害飛越競技大会 馬事公苑 ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟ 横江  友佳 E －－－ － 69 130cm,3反抗
1997/12/10 第47回 全日本学生賞典障害飛越競技大会 馬事公苑 学生賞典障害飛越競技･第一走行 横江  友佳 E －－－ － 97 逆標旗失権
1998/4/19 京都府月例馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ａ 伊勢谷  高司 E －－－ － 24 Open 3人,3反抗
1998/4/19 京都府月例馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ｂ 伊勢谷  高司 E －－－ － 40 Open 3人,障害間1分
1998/5/22 第33回 全関西学生馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ Ｌｸﾗｽ障害飛越競技Ｂ 伊勢谷  高司 -8.25 106"17 ／ 80 100cm,1反抗1落下+Time
1998/5/23 第33回 全関西学生馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ Ｌｸﾗｽ障害飛越競技Ａ 伊勢谷  高司 E －－－ － 42 110cm,3反抗
1998/5/24 第29回 関西学生新人馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 新人障害飛越競技 森本  晃 -4 106"00 ／ 47 90cm,1反抗+Time
1998/5/24 第29回 関西学生新人馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 新人障害飛越競技 島田  雅博 E －－－ － 47 90cm,障害間1分
1998/6/14 京都府月例馬術大会 京都産業大学 小障害飛越競技Ｂ 東松  英司 -4 56"77 ／ 38 1落下
1998/6/14 京都府月例馬術大会 京都産業大学 小障害飛越競技Ａ･ﾄｯﾌﾟｽｺｱ 伊勢谷  高司 560点 65"72 ／ 30
1998/6/14 京都府月例馬術大会 京都産業大学 中障害飛越競技Ｃ 伊勢谷  高司 -12 103"03 ／ 33 1反抗1落下+Time
1998/7/5 第21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Ｂ 東松  英司 -0 60"48 4 30
1998/7/5 第21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 －－－ － 33 3反抗
1998/10/4 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･二段階 東松  英司 (-6.25) 60"91 ／ 39 1段階で終了,1反抗+Time
1998/11/3 京都府月例馬術大会 高宮 RIDING PARK 第3課目馬場馬術競技1993 東松  英司 358.5点 4'11" 2 7
1998/11/3 京都府月例馬術大会 高宮 RIDING PARK 小障害飛越競技Ａ 横江  友佳 -8 91"10 ／ 16 1反抗+Time
1998/11/3 第49回 五大都市体育大会協賛馬術大会 高宮 RIDING PARK 小障害飛越競技Ａ 山根  英樹 -4 59"40 ／ 2 大阪市,1落下
1998/11/3 第49回 五大都市体育大会協賛馬術大会 高宮 RIDING PARK 小障害飛越競技Ａ 高柳  徹三 -0 66"89 ／ 2 横浜市
1998/11/3 京都府月例馬術大会 高宮 RIDING PARK 小障害飛越競技Ｂ 東松  英司 -4 59"56 ／ 15 1落下
1998/12/5 第37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 東松  英司 E －－－ － 38 3反抗(ﾘﾊﾞﾌﾟｰﾙ)
1998/12/6 第37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 東松  英司 E －－－ － 36 3反抗
1998/12/6 第37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 森本  晃 E －－－ － 47 3反抗
1998/12/27 岡大戦 京都大学 障害飛越競技 牧  暁子 -0 56"16 1 2 ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ清心女子大学,80cm,A
1998/12/27 岡大戦 京都大学 障害飛越競技 島田  雅博 -4 59"88 2 2 京都大学,80cm,1落下,B
1998/12/27 岡大戦 京都大学 障害飛越競技 上野  まりこ -10.5 97"60 2 2 京都大学,80cm,1反抗+Time,A
1998/12/27 岡大戦 京都大学 障害飛越競技 船曳  陽一 -4 57"66 1 2 岡山大学,80cm,1落下,B
1999/2/28 第38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 森本  晃 -14 95"75 ／ 60 2反抗+Time
1999/3/1 第38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 東松  英司 -4 68"91 ／ 47 1落下
1999/3/14 第3回 関西学生馬術ﾌﾟﾘﾝｾｽ大会･準決勝戦･HOME 京都大学 障害飛越競技 関口  乙恵 -0 59"36 ／ 2 京都大学,80cm
1999/3/14 第3回 関西学生馬術ﾌﾟﾘﾝｾｽ大会･準決勝戦･HOME 京都大学 障害飛越競技 藤田  知子 -0 64"66 ／ 2 関西大学,80cm
1999/3/21 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Ａ 東松  英司 -14.75 93"41 ／ 32 2反抗+Time
1999/4/11 京都府月例馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ａ 東松  英司 -0 55"64 1 22
1999/4/11 京都府月例馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ｃ 森本  晃 -0 49"84 1 11
1999/4/30 第1回 みっきぃﾎｰｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ馬術競技会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ ｸﾞﾘｰﾝｶｯﾌﾟ 東松  英司 E －－－ － 43 90cm,3反抗
1999/5/1 第1回 みっきぃﾎｰｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ馬術競技会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ ﾊｸﾆｰｶｯﾌﾟ 東松  英司 E －－－ － 29 90cm,3反抗
1999/5/3 第34回 全関西学生馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ Ｌｸﾗｽ障害飛越競技Ｂ 東松  英司 E －－－ － 69 100cm,3反抗
1999/5/5 第31回 関西学生新人馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 新人障害飛越競技 中津川  洋平 -0 75"15 ／ 39 J.O.-25,1反抗+Time
1999/5/30 京都府月例馬術大会 京都産業大学 小障害飛越競技Ａ 東松  英司 -0 52"18 2 13
1999/5/30 京都府月例馬術大会 京都産業大学 中障害飛越競技Ｃ 東松  英司 -0 51"16 2 15
1999/6/19 第22回 京都府民総合体育大会馬術競技 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 馬場馬術競技第3課目1993 森本  晃 349点 4'40" 6 16
1999/6/19 第22回 京都府民総合体育大会馬術競技 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 総合馬場課目ﾂｰｽﾀｰ1998 東松  英司 385点 5'55" 3 7
1999/6/20 第22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Ａ 東松  英司 -8 66"21 ／ 23 2落下
1999/6/20 第22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 東松  英司 -17.25 108"53 ／ 28 2反抗+Time
1999/7/6 第34回 関西学生障害馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟｼﾞｬﾝﾌﾟ 東松  英司 (-9) ＊＊＊ ＊ 45 110cm,2反抗,60秒間飛越



1999/7/7 第34回 関西学生障害馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 標準中障害飛越競技･第一走行 東松  英司 -57 －－－ － 50 ｽﾀｰﾄ前45秒
1999/7/8 第34回 関西学生障害馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 標準中障害飛越競技･第二走行 東松  英司 -62.75 －－－ － 42 障害間1分
1999/7/28 第33回 全日本高等学校馬術競技大会 杉谷馬事公苑 第1回戦 名倉  準一 -148.5 156"00 ／ 2 鳴海高校,100cm,障害間1分
1999/7/28 第33回 全日本高等学校馬術競技大会 杉谷馬事公苑 第1回戦 田中  美和 -78.5 156"00 ／ 2 東葉高校,100cm,3反抗
1999/7/29 第33回 全日本高等学校馬術競技大会 杉谷馬事公苑 第2回戦 橘木  翔馬 -0 51"42 ／ 2 飛翔館高校,100cm
1999/7/29 第33回 全日本高等学校馬術競技大会 杉谷馬事公苑 第2回戦 中前  正至 -8 57"10 ／ 2 船橋高校,100cm,2落下
1999/7/30 第33回 全日本高等学校馬術競技大会 杉谷馬事公苑 第3回戦 岩本  浩昭 -4 69"00 ／ 2 阿蘇清峰高校,110cm,1落下
1999/7/30 第33回 全日本高等学校馬術競技大会 杉谷馬事公苑 第3回戦 宮崎  格 -4 62"95 ／ 2 関学高等部,110cm,1落下
1999/8/28 第42回 関西学生総合馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 調教審査･総合馬場課目ﾂｰｽﾀｰ1998 東松  英司 -116 5'51" 7 22
1999/8/28 第42回 関西学生総合馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 耐久審査 東松  英司 -51 4'25" 7 22 1反抗+Time
1999/8/29 第42回 関西学生総合馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 余力審査 東松  英司 E －－－ － 18 110cm,3反抗
1999/10/3 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 馬場馬術競技第3課目1993 森本  晃 364.5点 4'20" 5 13
1999/10/3 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 馬場馬術競技第2課目1993 中村  暢宏 353.5点 5'13" 2 16
1999/10/12 第35回 関西学生馬術女子選手権大会 京都産業大学 決勝･障害飛越競技 小塩  涼子 -0 56"42 ＊ 4 立命館大学,100cm
1999/10/12 第35回 関西学生馬術女子選手権大会 京都産業大学 決勝･障害飛越競技 上野  まりこ -8 53"92 ＊ 4 京都大学,100cm,2落下
1999/10/12 第35回 関西学生馬術女子選手権大会 京都産業大学 決勝･障害飛越競技 下山  こずえ -0 54"34 ＊ 4 関西学院大学,100cm
1999/10/12 第35回 関西学生馬術女子選手権大会 京都産業大学 決勝･障害飛越競技 北川  美和 -0 55"40 ＊ 4 京都産業大学,100cm
1999/12/12 京都府忘年月例馬術大会 京都産業大学 馬場馬術競技第2課目1993 東樹  宏和 291点 4'47" 9 10
2000/2/11 第4回 関西学生馬術ﾌﾟﾘﾝｾｽ大会･準決勝戦･HOME 京都大学 障害飛越競技 氏家  真紀子 -0 73"97 ＊ 2 京都大学,80cm
2000/2/11 第4回 関西学生馬術ﾌﾟﾘﾝｾｽ大会･準決勝戦･HOME 京都大学 障害飛越競技 大西  直子 -302 176"00 ＊ 2 同志社大学,80cm,ｽﾀｰﾄ前45秒
2000/2/26 第39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 森本  晃 E －－－ － 53 3反抗(ﾘﾊﾞﾌﾟｰﾙ)
2000/2/27 第39回 淀馬術競技大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ ﾀｰﾌｶｯﾌﾟ競技 森本  晃 E －－－ － 38 100cm,障害間1分
2000/2/28 第39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 森本  晃 -0 64"18 ／ 35
2000/3/19 第39回 国立七大学総合体育大会 京都大学 小障害飛越競技 川村  一徳 -0 69"04 2 3 九州大学,90cm
2000/3/19 第39回 国立七大学総合体育大会 京都大学 小障害飛越競技 小松  信彦 -13.25 98"43 3 3 東北大学,90cm,2反抗+Time
2000/3/19 第39回 国立七大学総合体育大会 京都大学 小障害飛越競技 森本  晃 -0 67"59 1 3 京都大学,90cm
2000/4/9 HYOGO SPRING HORSE SHOW 2000 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 障害飛越(F)(成年の部) 山田  武 E －－－ － 8 60cm,ｽﾀｰﾄ前45秒
2000/4/9 HYOGO SPRING HORSE SHOW 2000 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 障害飛越(E)(成年の部) 森本  晃 E －－－ － 27 80cm,ｽﾀｰﾄ前45秒
2000/4/30 第2回 みっきぃﾎｰｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ馬術競技会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ ｸﾞﾘｰﾝﾎｰｽｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ 森本  晃 -0 74"19 ／ 42 80cm
2000/4/30 第2回 みっきぃﾎｰｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ馬術競技会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ 森本  晃 -4 70"22 ／ 62 100cm,1落下
2000/5/3 第35回 全関西学生馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ Ｌｸﾗｽ障害飛越競技Ｂ 森本  晃 -4 73"77 ／ 68 100cm,1落下
2000/5/4 第35回 全関西学生馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ Ｌｸﾗｽ障害飛越競技Ａ 森本  晃 -14.5 112"60 ／ 37 110cm,2反抗+Time
2000/5/5 第31回 関西学生新人馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 新人障害飛越競技 中村  暢宏 -0 71"86 6 41 90cm,J.O.-0
2000/5/5 第31回 関西学生新人馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 新人障害飛越競技 田中  玲太郎 -0 70"99 9 41 90cm,J.O.-4
2000/6/4 京都府月例馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ａ 森本  晃 -4 71"47 ／ 22 1落下
2000/6/4 京都府月例馬術大会 立命館大学 中障害飛越競技Ｃ 森本  晃 E －－－ － 7 3反抗(ﾘﾊﾞﾌﾟｰﾙ)
2000/7/1 第23回 京都府民総合体育大会馬術競技 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 総合馬場課目ﾂｰｽﾀｰ1998 森本  晃 371点 5'44" 3 6
2000/7/2 第23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Ａ 森本  晃 E －－－ － 18 3反抗(ﾘﾊﾞﾌﾟｰﾙ)
2000/8/3 第35回 関西学生障害馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 標準中障害飛越競技･第一走行 森本  晃 -68 －－－ － 54 3反抗
2000/8/4 第35回 関西学生障害馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 標準中障害飛越競技･第二走行 森本  晃 -64.5 －－－ － 50 3反抗
2000/9/2 第43回 関西学生総合馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 調教審査･総合馬場課目ﾂｰｽﾀｰ1998 森本  晃 -112 6'05" 10 22
2000/9/2 第43回 関西学生総合馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 余力審査 森本  晃 -5 73"15 8 22 110cm,1落下
2000/9/3 第43回 関西学生総合馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 耐久審査 森本  晃 E －－－ － 18 No.16 2落馬
2001/1/20 岡大戦 京都大学 小障害飛越競技 田村  渉 -0 69"30 1 2 岡山大学,90cm
2001/1/20 岡大戦 京都大学 小障害飛越競技 平野  太郎 -0 70"13 2 2 京都大学,90cm
2001/5/26 第36回 全関西学生馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ Ｌｸﾗｽ障害飛越競技Ｂ 南部  隆彦 E －－－ － 61 100cm,3反抗
2001/5/27 第36回 全関西学生馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ Ｌｸﾗｽ障害飛越競技Ａ 南部  隆彦 E －－－ － 36 110cm,3反抗
2001/5/28 第32回 関西学生新人馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 新人障害飛越競技 佐野  良夫 E －－－ － 46 90cm,3反抗
2001/5/28 第32回 関西学生新人馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 新人障害飛越競技 佐藤  洋平 E －－－ － 46 90cm,障害間1分
2001/7/22 第36回 関西学生障害馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 標準中障害飛越競技･第一走行 南部  隆彦 -84 －－－ － 40 3反抗
2001/7/22 第36回 関西学生障害馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 標準中障害飛越競技･第二走行 南部  隆彦 -79 －－－ － 35 3反抗
2001/8/11 第44回 関西学生総合馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 調教審査･総合馬場課目ﾂｰｽﾀｰ1998 南部  隆彦 -119 5'51" 6 18
2001/8/11 第44回 関西学生総合馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 余力審査 南部  隆彦 E －－－ － 17 110cm,3反抗
2001/8/12 第44回 関西学生総合馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 耐久審査 南部  隆彦 R －－－ － 16 Open,No.2 拒止落馬後棄権
2001/9/24 第39回 関西学生馬術選手権大会 大阪乗馬協会 準々決勝･学生選手権馬場2000 北田  大介 354点 4'35" 3 4 関西大学
2001/9/24 第39回 関西学生馬術選手権大会 大阪乗馬協会 準々決勝･学生選手権馬場2000 三宅  直樹 368点 4'28" 1 4 大阪府立大学
2001/9/24 第39回 関西学生馬術選手権大会 大阪乗馬協会 準々決勝･学生選手権馬場2000 吉田    敏 367点 4'17" 2 4 京都産業大学
2001/9/24 第39回 関西学生馬術選手権大会 大阪乗馬協会 準々決勝･学生選手権馬場2000 金子  潤生 354点 4'06" 3 4 立命館大学



2001/10/8 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ記念馬術大会 高宮 RIDING PARK 馬場馬術競技第2課目1993 林  匠 282点 5'15" 15 20
2002/4/27 第4回 みっきぃﾎｰｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ馬術競技会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ みっきぃｼﾞｬﾝﾌﾟ2 友野 裕充 -50 74"19 ／ 63 90cm,2反抗
2000/4/29 第4回 みっきぃﾎｰｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ馬術競技会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ 友野 裕充 E －－－ － 75 100cm,障害間1分
2002/5/5 第37回 全関西学生馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ Ｌｸﾗｽ障害飛越競技Ｂ 友野 裕充 E －－－ － 65 100cm,3反抗
2002/5/7 第33回 関西学生新人馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 新人障害飛越競技 薮田 直治 -14 88"53 ／ 53 90cm,1反抗+Time
2002/5/7 第33回 関西学生新人馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 新人障害飛越競技 川口 哲平 -0 74"72 ／ 53 90cm,J.O.-0,40"59(団体3位)
2002/6/22 京都府月例馬術大会 高宮 RIDING PARK 90cm障害飛越競技 友野 裕充 -0 59"39 1 15
2002/6/23 京都府月例馬術大会 高宮 RIDING PARK 80cm障害飛越競技 川久保 愛太 -0 53"22 1 19
2002/8/17 第45回 関西学生総合馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 調教審査･総合馬場課目ﾂｰｽﾀｰ2002(A) 友野 裕充 -114 6'41" 6 18
2002/8/17 第45回 関西学生総合馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 余力審査 友野 裕充 E －－－ － 18 110cm,3反抗
2002/12/1 第3回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 馬場馬術競技第2課目1993 内田 充洋 313点 ＊＊＊ ？ 15
2002/12/1 第3回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 障害飛越競技 (80cm) 東保 しょう子 -20 70"94 ／ 35 1反抗1落下+Time
2002/12/14 第38回 全日本学生馬術女子選手権大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 1回戦･学生選手権馬場2000 永原 未幸 363点 ＊＊＊ 3 4 福井工業大学
2002/12/14 第38回 全日本学生馬術女子選手権大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 1回戦･学生選手権馬場2000 小林 夏奈子 336点 ＊＊＊ 4 4 九州東海大学
2002/12/14 第38回 全日本学生馬術女子選手権大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 1回戦･学生選手権馬場2000 牧内 恵 377点 ＊＊＊ 2 4 京都産業大学
2002/12/14 第38回 全日本学生馬術女子選手権大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 1回戦･学生選手権馬場2000 成瀬 亜紀子 391点 ＊＊＊ 1 4 青山学院大学
2003/4/13 京都府月例馬術大会 高宮 RIDING PARK 馬場馬術競技第3課目1993 東保 しょう子 298点 5'11" 12 13
2003/4/13 京都府月例馬術大会 高宮 RIDING PARK Ｌ級Ｂ障害飛越競技 東保 しょう子 -17 58"11 ／ 16 100cm,2反抗+Time
2003/4/13 京都府月例馬術大会 高宮 RIDING PARK 80cm障害飛越競技 東保 しょう子 -0 58"11 ／ 26
2003/4/13 京都府月例馬術大会 高宮 RIDING PARK 80cm障害飛越競技 本田 慎也 -4 63"26 ／ 26 1落下
2003/5/22 第38回 全関西学生馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟ障害飛越(I) 東保 しょう子 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ 39 100cm,75秒自由走行(飛越3+反抗1)
2003/5/23 第38回 全関西学生馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ Ｌｸﾗｽ障害飛越競技Ｂ 東保 しょう子 E －－－ － 70 100cm,障害間45秒
2003/5/24 第38回 全関西学生馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ Ｌｸﾗｽ障害飛越競技Ａ 東保 しょう子 E －－－ － 33 110cm,障害間45秒
2003/5/25 第35回 関西学生女子自馬大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 女子障害飛越競技 東保 しょう子 E －－－ － 27 90cm,障害間45秒
2003/5/25 第34回 関西学生新人馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 新人障害飛越競技 本田 慎也 E －－－ － 48 90cm,障害間45秒
2003/5/25 第34回 関西学生新人馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 新人障害飛越競技 内田 充洋 E －－－ － 48 90cm,3反抗
2003/7/5 第26回 京都府民総合体育大会馬術競技 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ ﾔﾝｸﾞﾗｲﾀﾞｰ馬場馬術課目2002 東保 しょう子 430点 6'50" 9 11 Open 1人
2003/7/5 第26回 京都府民総合体育大会馬術競技 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 総合馬場課目ﾂｰｽﾀｰ2002(A) 東保 しょう子 400点 6'27" 2 2 Open競技
2003/7/20 第38回 関西学生馬場馬術大会 大阪乗馬協会 ﾔﾝｸﾞﾗｲﾀﾞｰ馬場馬術課目2002 東保 しょう子 471点 6'09" 16 17 団体3位
2003/7/21 第38回 関西学生馬場馬術大会 大阪乗馬協会 馬場馬術競技第3課目1993 酒井 恵利子 345点 4'30" 21 30
2003/10/5 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ記念馬術大会 京都産業大学 馬場馬術競技第2課目1993 大高 広道 333点 5'15" 1 15 Open 2人
2003/10/5 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ記念馬術大会 京都産業大学 馬場馬術競技第2課目1993 横山 典枝 291点 9'27" 10 15 Open 2人
2003/10/5 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ記念馬術大会 京都産業大学 馬場馬術競技第3課目1993 内田 充洋 362点 4'16" 6 11
2003/11/27 京都大学・筑波大学交流戦 京都大学 馬場馬術競技第2課目1993 林 詩音 303点 6'48" 6 6 筑波大学
2003/11/27 京都大学・筑波大学交流戦 京都大学 馬場馬術競技第2課目1993 仁木 哲也 344点 6'06" 3 6 京都大学
2003/11/28 京都大学・筑波大学交流戦 京都大学 馬場馬術競技第2課目1993 瀧本 彩加 305点 6'39" 4 4 京都大学
2003/12/14 第4回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 馬場馬術競技第2課目1993 中條 萌絵子 267点 5'57" 11 11
2003/12/14 第4回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 80cm障害飛越競技 内田 充洋 -0 58"36 ／ 33
2004/2/28 第42回 淀馬術競技大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ ｼﾞｭﾆｱｶｯﾌﾟ競技 内田 充洋 -5 86"23 ／ 53 80cm,1落下+Time
2004/3/4 岡大戦 京都大学 馬場馬術競技第3課目1993 飯田 真理恵 362点 4'39" 1 2 京都大学
2004/3/4 岡大戦 京都大学 馬場馬術競技第3課目1993 平野 ひろみ 357点 4'52" 2 2 岡山大学
2004/5/2 第39回 全関西学生馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟ障害飛越(I) 中島  禎典 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ 38 100cm,75秒自由走行(飛越4+反抗2)
2004/5/3 第39回 全関西学生馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ Ｌｸﾗｽ障害飛越競技Ｂ 内田 充洋 E －－－ － 76 100cm,障害間45秒
2004/5/3 第36回 関西学生女子自馬大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 女子馬場馬術競技B･第2課目1993 中條 萌絵子 50.635% 5'35" 13 23 326点
2004/10/3 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 馬場馬術競技第2課目2004 大原 真由美 50.980% ＊＊＊ 11 18 Open 1人,260点
2004/10/3 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 馬場馬術競技第2課目2004 鎌田 磨嵩 38.235% ＊＊＊ 16 18 Open 1人,195点
2004/10/3 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 80cm障害飛越競技 横山 典枝 -1 80"88 ／ 36 Open 2人,Time
2004/12/5 第25回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 馬場馬術競技第2課目2004 井上 賢一 44.706% 4'17" 13 17 228点
2004/12/5 第25回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 80cm障害飛越競技 横山 典枝 E －－－ － 24 Open 1人,落馬
2004/12/5 第25回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 80cm障害飛越競技 横山 典枝 E －－－ OP 24 Open 1人,落馬
2005/2/26 第43回 淀馬術競技大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ ｼﾞｭﾆｱｶｯﾌﾟ競技 横山 典枝 -0 65"72 ／ 35 80cm
2005/2/27 第43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 牟田 友佳 E －－－ － 33 100cm,3反抗
2005/2/27 第43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 横山 典枝 E －－－ － 25 90cm,障害間45秒
2005/5/2 第40回 全関西学生馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟ障害飛越(I) 牟田 友佳 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ 42 100cm,75秒自由走行(飛越2)
2005/5/2 第40回 全関西学生馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟ障害飛越(I) 川本 陽一 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ 42 100cm,75秒自由走行(飛越2+反抗1)
2005/5/3 第40回 全関西学生馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ Ｌｸﾗｽ障害飛越競技Ｂ 川本 陽一 E －－－ － 70 100cm,障害間45秒
2005/5/4 第37回 関西学生女子自馬大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 女子馬場馬術競技Ａ･第3課目2004L 横山 典枝 51.235% ＊＊＊ 24 32 415点
2005/5/5 第37回 関西学生女子自馬大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 女子障害飛越競技 横山 典枝 E －－－ － 42 90cm,障害間45秒



2005/6/18 第28回 京都府民総合体育大会馬術競技 高宮 RIDING PARK 馬場馬術競技第3課目2004L 横山 典枝 52.962% ＊＊＊ 7 9 429点
2005/6/18 第28回 京都府民総合体育大会馬術競技 高宮 RIDING PARK Ｌ級Ｃﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟ競技 川本 陽一 -7 78"00 ／ 22 90cm,1反抗+Time
2005/6/18 第28回 京都府民総合体育大会馬術競技 高宮 RIDING PARK Ｌ級Ｃﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟ競技 横山 典枝 -0 55"32 ／ 22 90cm
2005/9/3 第30回 関西学生女子複合馬術大会 大阪乗馬協会 女子複B・馬場馬術競技･第3課目2004S 横山 典枝 -67.2 ＊＊＊ 4 13 414点,Open 1人
2005/9/4 第30回 関西学生女子複合馬術大会 大阪乗馬協会 女子複B・障害飛越競技 横山 典枝 E －－－ － 12 80cm,3反抗   失権63回目


