
2013.10.20修正版

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
1995/12/2 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 四位  真理子 E －－－ － 41 場外,馬場ﾃﾞﾋﾞｭｰ
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2課目馬場馬術競技1993 四位  真理子 292.5点 ＊＊＊ 4 6
1996/4/14 京都府月例馬術大会 立命館大学 第2課目馬場馬術競技1993 四位  真理子 305点 5'28" 2 2
1996/5/26 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 低障害飛越競技 桝原  治 -11.25 104"79 5 9 1反抗+Time,障害ﾃﾞﾋﾞｭｰ
1996/5/26 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 低障害飛越競技 四位  真理子 -24.25 132"98 ／ 9 2反抗+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 桝原  治 -5 91"37 ／ 13 1反抗+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 四位  真理子 -0 80"02 ／ 13
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 四位  真理子 -8 93"33 ／ 22 1反抗+Time
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 四位  真理子 -16 112"65 ／ 46 90cm,2反抗+Time
1997/3/2 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 Ｂｸﾞﾙｰﾌﾟ 四位  真理子 E －－－ － 11 90cm,3反抗　(競走名ｵｷﾞｻﾝﾌｫｰﾄﾞで出場)
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 四位  真理子 -0 71"72 ／ 14
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 四位  真理子 -0 66"65 3 18
1997/5/18 京都府月例馬術大会 京都産業大学 第2課目馬場馬術競技1993 四位  真理子 271点 6'23" 7 8
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 四位  真理子 -12.25 97"27 ／ 25 1反抗1落下+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 小障害飛越競技Ａ 四位  真理子 -18 103"38 ／ 36 2反抗+Time
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 四位  真理子 -80.9 4'53" 17 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 四位  真理子 E －－－ － 24 110cm,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Ｃ 正井  博和 -11.75 89"27 ／ 16 2反抗+Time
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 正井  博和 -3 79"53 ／ 32 Open 1人,1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 正井  博和 ＊＊＊＊ ＊＊＊ ／ 28 第一段階(1反抗)で終了
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 正井  博和 -21.25 88"64 ／ 40 2反抗2落下+Time
1997/12/21 京都府忘年月例馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ｂ 正井  博和 -0 59"98 2 9
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 正井  博和 E －－－ － 80 100cm,3反抗
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 正井  博和 E －－－ － 38 3反抗(竹柵ｵｸｻ)
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 正井  博和 390点 81"35 ／ 30 反抗3回ｱﾘ
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 正井  博和 E －－－ － 30 3反抗
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 正井  博和 -123 6'05" 15 44
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 正井  博和 E －－－ － 42 110cm,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 低障害飛越競技 河村  圭亮 E －－－ OP 11 Open 7人,場外
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 河村  圭亮 E －－－ － 60 3反抗
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 河村  圭亮 E －－－ － 47 3反抗
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Ｂ 山田  武 -23 110"95 ／ 20 Ooen 1人,2反抗1落下+Time
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 低障害飛越競技 河村  圭亮 -6 82"29 ／ 13 1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 山田  武 E －－－ － 22 3反抗
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 河村  圭亮 -12.75 81"51 ／ 11 2反抗+Time
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 河村  圭亮 E －－－ － 69 100cm,3反抗
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Ｂ 河村  圭亮 E －－－ － 13 3反抗
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 河村  圭亮 329.5点 5'19" 7 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Ｂ 河村  圭亮 E －－－ － 9 3反抗
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 神門  高大 -222.5 156"00 ／ 2 東京農大一高,100cm,3反抗
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 塩沢  桜 -78.5 156"00 ／ 2 長野女子高校,100cm,落馬
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 杉田  悠太 -278.5 156"00 ／ 2 関学高等部,100cm,障害間1分
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 榊山  秀樹 -138.5 156"00 ／ 2 名古屋学院高校,100cm,3反抗
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 準決勝 酒井  健太 -126.75 158"00 ／ 2 阿蘇清峰高校,110cm,3反抗
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 準決勝 湯元  哲也 -272.75 158"00 ／ 2 高原高校,110cm,障害間1分
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 河村  圭亮 -136 5'36" 20 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 河村  圭亮 -540 7'14" 15 22 5反抗1落馬+Time,Ins.で失権
1999/12/12 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 上野  まりこ -20 93"87 ／ 15 2反抗1落下+Time
1999/2/27 第39回 淀馬術競技大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 二段階障害飛越競技 上野  まりこ E －－－ － 57 80cm,1段階目Time Over
1999/2/28 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 上野  まりこ E －－－ － 35 3反抗
2000/3/12 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 上野  まりこ -11.75 83"10 ／ 15 1反抗1落下+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 長田  拓郎 -199.5 164"00 3 3 北海道大学,90cm,3反抗
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 内田  篤 -15.5 107"16 2 3 名古屋大学,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 木ノ内  倫子 -5.75 92"56 1 3 東京大学,90cm,1反抗+Time
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2000/5/5 第32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 上野  まりこ E －－－ － 31 90cm,落馬
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 山口  弘悦 E －－－ － 41 90cm,障害間1分
2000/9/1 第25回 関西学生女子複合馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 馬場馬術競技･第3課目1993 上野  まりこ -115 4'42" 12 22
2000/9/2 第25回 関西学生女子複合馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 障害飛越競技 上野  まりこ E －－－ － 22 100cm,3反抗  失権27回目(うち馬場で1回)


