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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
1993/5/23 京都府月例馬術大会 立命館大学 低障害飛越競技 額賀  信尾 -4 51"1 ／ 11 障害ﾃﾞﾋﾞｭｰ,1落下
1993/7/19 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ改築記念馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 小障害飛越競技Ｃ 額賀  信尾 -9.5 97"2 ／ 27 2反抗+Time
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 額賀  信尾 -0 62"4 ／ 19 Open 1人
1994/5/3 第32回 関西学生馬術選手権大会 大阪府立大学 予選･部班 矢野  数浩 92点 ＊＊＊ 2 5 大阪府立大学
1994/5/3 第32回 関西学生馬術選手権大会 大阪府立大学 予選･部班 渡部  竜馬 91点 ＊＊＊ 4 5 同志社大学
1994/5/3 第32回 関西学生馬術選手権大会 大阪府立大学 予選･部班 川西  宏幸 87点 ＊＊＊ 5 5 大阪市立大学
1994/5/3 第32回 関西学生馬術選手権大会 大阪府立大学 予選･部班 近藤  健吾 92点 ＊＊＊ 3 5 関西大学
1994/5/3 第32回 関西学生馬術選手権大会 大阪府立大学 予選･部班 永江  正裕 102点 ＊＊＊ 1 5 京都産業大学
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 高橋  宗士 -0 63"4 ／ 23
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 澤木  夕紀彦 -0 70"7 ／ 10
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 吉田  暢之 227点 5'32" 15 15 馬場ﾃﾞﾋﾞｭｰ
1995/3/21 第6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 山崎 輝史 -105.5 148"0 － － 同志社大学,3反抗
1995/3/21 第6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 犬伏 健太 -97.5 148"0 － － 立命館大学,3反抗
1995/3/21 第6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 とぎ屋 雅彦 -4 71"5 － － 京都産業大学,1落下
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 桝原  治 -0 60"2 2 8
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Ａ 桝原  治 -0 62"7 ／ 14
1995/5/4 第33回 関西学生馬術選手権大会 京都産業大学 準々決勝･第3課目馬場1993 森治  晃之 357.5点 ＊＊＊ 2 4 関西大学
1995/5/4 第33回 関西学生馬術選手権大会 京都産業大学 準々決勝･第3課目馬場1993 黒坂  剛 364.5点 ＊＊＊ 1 4 大阪府立大学
1995/5/4 第33回 関西学生馬術選手権大会 京都産業大学 準々決勝･第3課目馬場1993 水野  礼 346.5点 ＊＊＊ 4 4 京都大学
1995/5/4 第33回 関西学生馬術選手権大会 京都産業大学 準々決勝･第3課目馬場1993 太田  覚 357点 ＊＊＊ 3 4 大阪府立大学
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Ｃ 桝原  治 -0 54"2 ／ 21
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 山﨑  哲 -0 60"0 5 7
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 桝原  治 -0 63"4 3 13 90cm,J.O.-0 37"1
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 山﨑  哲 E －－－ － 49 落馬
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 桝原  治 -0 56"5 ／ 24
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 藤村  薫 -0 59"5 ／ 24
1995/10/10 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ記念馬術大会 高宮 RIDING PARK 第2課目馬場馬術競技1993 小林  百合 269点 4'44" ／ 28 OPEN
1995/10/10 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ記念馬術大会 高宮 RIDING PARK 第2課目馬場馬術競技1993 堀  幸子 208点 6'11" 27 28
1995/12/23 京都府忘年月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 第3課目馬場馬術競技1993 小林  百合 219点 7'07" 6 6 経路違反2回
1996/4/14 京都府月例馬術大会 立命館大学 低障害飛越競技 横江  友佳 -0 46"73 3 12
1996/5/3 第32回 関西学生馬術女子選手権大会 京都産業大学 予選･部班 藤本  有紀 99点 ＊＊＊ 3 4 関西学院大学
1996/5/3 第32回 関西学生馬術女子選手権大会 京都産業大学 予選･部班 藤村  薫 86点 ＊＊＊ 4 4 京都大学
1996/5/3 第32回 関西学生馬術女子選手権大会 京都産業大学 予選･部班 岡田  奈津子 102点 ＊＊＊ 2 4 京都産業大学
1996/5/3 第32回 関西学生馬術女子選手権大会 京都産業大学 予選･部班 横山  友紀 103点 ＊＊＊ 1 4 大阪府立大学
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 伊勢谷  高司 E －－－ － 9 落馬
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 横江  友佳 -6.5 89"36 ／ 13 1反抗+Time減点
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 横江  友佳 -4 58"52 ／ 37 1落下
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 伊勢谷  高司 -0 64"80 ／ 68
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 横江  友佳 319.5点 4'03" 7 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Ｃ 横江  友佳 -0 63"10 2 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 横江  友佳 -122･1/6 4'04" 21 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 横江  友佳 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 第2課目馬場馬術競技1993 中川  秀樹 272.5点 5'40" 9 11
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 石井  彩子 -3.25 74"85 ／ 22 1反抗+Time
1997/2/23 岡大戦 京都大学 障害飛越競技 岡崎  主馬 -4.5 87"61 2 2 岡山大学,80cm,1反抗
1997/2/23 岡大戦 京都大学 障害飛越競技 阿部  裕紀 -0 72"76 1 2 京都大学,80cm
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 石井  彩子 -7 61"01 ／ 14 1反抗1落下,OPEN
1997/5/4 第35回 関西学生馬術選手権大会 京都産業大学 予選･部班 吉田  心一 83点 ＊＊＊ 5 5 関西学院大学
1997/5/4 第35回 関西学生馬術選手権大会 京都産業大学 予選･部班 井上  孝一 87.5点 ＊＊＊ 4 5 関西大学
1997/5/4 第35回 関西学生馬術選手権大会 京都産業大学 予選･部班 奥平  勇人 96.5点 ＊＊＊ 1 5 京都産業大学
1997/5/4 第35回 関西学生馬術選手権大会 京都産業大学 予選･部班 多田  昌広 89点 ＊＊＊ 3 5 神戸大学
1997/5/4 第35回 関西学生馬術選手権大会 京都産業大学 予選･部班 坪  肖旗 94.5点 ＊＊＊ 2 5 同志社大学
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 石井  彩子 -0 56"74 ／ 32 J.O.-15 66"75 1反1落下+Time
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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 宮地  秀和 -4 58"99 ／ 51 1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 石井  彩子 -0 67"14 2 27
1997/6/22 京都府月例馬術大会 立命館大学 低障害飛越競技 田々美  健治 -3 72"99 3 5 1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課目馬場1993 石井  彩子 -114･1/3 4'12" 8 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 石井  彩子 E －－－ － 20 100cm, 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 加藤  真輝子 E －－－ － 16 落馬
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 足立  徹 303点 4'45" 5 10
1997/11/30 第35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 加藤  真輝子 256点 5'32" 17 18
1997/12/21 京都府忘年月例馬術大会 立命館大学 低障害飛越競技 加藤  真輝子 -16.25 100"73 ／ 10 Open 1人,2反抗+Time
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Ｃ 加藤  真輝子 -8 59"77 ／ 28 2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 低障害飛越競技 加藤  真輝子 E －－－ － 23 Open 2人,3反抗
1998/3/28 第2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 -141 144"00 2 2 関西大学,80cm,落馬
1998/3/28 第2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 石井  彩子 -0 53"93 1 2 京都大学,80cm
1998/8/5 第23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 加藤  真輝子 -111･2/3 3'53" 16 22
1998/8/6 第23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 加藤  真輝子 E －－－ － 21 3反抗
1998/8/6 第19回 学生馬術東西対抗競技会 杉谷馬事公苑 障害飛越競技 田澤  泰成 -321.5 －－－ 2 2 中央大学,100cm,3反抗
1998/8/6 第19回 学生馬術東西対抗競技会 杉谷馬事公苑 障害飛越競技 石井  彩子 -269.5 －－－ 1 2 京都大学,100cm,3反抗  失権12回目


