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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
1995/3/21 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 家護谷  昌徳 -4 61"7 ／ 23 障害ﾃﾞﾋﾞｭｰ,1落下
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 所  啓子 -0 70"0 ／ 23
1995/4/30 京都府選手強化馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 小障害飛越競技Ｃ 所  啓子 -4 59"4 ／ 8 1落下
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 新馬障碍飛越競技 水野  礼 E －－－ － 13 90cm,3反抗
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 家護谷  昌徳 -0 59"10 1 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 小障害飛越競技Ｃ 水口  智江可 -0 64"20 3 22
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Ｃ 水口  智江可 E －－－ － 12 3反抗
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Ａ 家護谷  昌徳 -0 53"10 2 18
1996/4/14 京都府月例馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ｃ 水口  智江可 -15.25 84"89 OP 8 Open 4人,2反抗+Time
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Ｃ 水口  智江可 -4.75 82"63 ／ 13 1反抗+Time
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Ｂ 水口  智江可 -5.75 91"22 ／ 18 Open 1人,1反抗+Time
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 水口  智江可 -0 67"19 ／ 37 90cm,J.O.-5,1落下+Time
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Ｃ 水口  智江可 -0 71"25 ／ 13
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 水口  智江可 -128･1/3 3'48" 25 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 水口  智江可 E －－－ － 26 100cm,3反抗
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 藤井  知子 -0 59"93 6 22
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 藤井  知子 -0 68"09 6 24
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 藤井  知子 -0 69"24 4 11
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 藤井  知子 -8 51"12 ／ 32 90cm,2落下
1997/6/22 京都府月例馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ｂ 藤井  知子 -14.75 100"13 ／ 27 2反抗+Time
1997/6/22 京都府月例馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ａ 藤井  知子 E －－－ － 19 3反抗
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1993 藤井  知子 E －－－ － 21 場外
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 藤井  知子 E －－－ OP 20 3反抗
1997/11/29 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Ｂ･二段階 百田  牧人 -4 39"41 ／ 28 1落下
1997/11/29 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Ｃ 百田  牧人 -0 68"08 ／ 39
1997/12/1 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Ｂ 百田  牧人 -4 56"90 ／ 40 1落下
1998/3/8 第36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 百田  牧人 -0 60"47 ／ 43 90cm
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 百田  牧人 -11.5 111"61 ／ 80 100cm,2反抗+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 百田  牧人 E －－－ － 42 110cm,3反抗   失権6回目
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