
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
1972/5/21 立命館大学馬術部創立50周年記念馬術大会 立命館大学 ｻﾝｼﾞｮﾙｼﾞｭ賞典馬場馬術競技 古河  雄二 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1972/6/16 第7回 全関西学生馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ ｻﾝｼﾞｮﾙｼﾞｭ賞典馬場馬術競技 古河  雄二 107.5 ＊＊＊ 6 29
1972/6/30 第8回 西日本馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ ｻﾝｼﾞｮﾙｼﾞｭ賞典馬場馬術競技? 古河  雄二? ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1972/9/1 第7回 関西学生馬場馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ Ａ馬場馬術競技 古河  雄二 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1972/9/13 国体予選 ｻﾝｼﾞｮﾙｼﾞｭ賞典馬場馬術競技? 古河  雄二 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1973/5/3 第5回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 ｻﾝｼﾞｮﾙｼﾞｭ賞典馬場馬術競技 門  謙二郎 91.5点 9'03" 12 15
1973/6/3 京都府月例馬術大会 立命館大学 学生賞典馬場馬術競技 門  謙二郎 93･1/3 7'03" 7 ＊
1973/6/27 第8回 全関西学生馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 学生賞典馬場馬術競技 門  謙二郎 99.16 6'21" 11 25
1973/6/28 第5回 関西学生女子自馬大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ Ｂ馬場馬術競技 秩父  美保 E －－－ － 30 場外E
1973/9/1 第16回 関西学生総合馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 調教審査 門  謙二郎 -80.83 ＊＊＊ 5 59
1973/9/2 第16回 関西学生総合馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 耐久審査 門  謙二郎 +72 ＊＊＊ 5 57
1973/9/3 第16回 関西学生総合馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 余力審査 門  謙二郎 -3 ＊＊＊ 5 40 計-11.83,団体2位
1973/9/5 第8回 関西学生馬場馬術大会 ﾛｰﾔﾙ乗馬ｸﾗﾌﾞ 学生賞典馬場馬術競技 門  謙二郎 106.2 6'28" 7 19
1973/11/4 第16回 全日本学生馬場馬術競技会 馬事公苑 学生賞典馬場馬術競技 門  謙二郎 558点 ＊＊＊ 19 37 団体8位
1973/11/10 第16回 全日本学生 3DAY-EVENT 馬事公苑 調教審査 門  謙二郎 -52.3 ＊＊＊ 12 73
1973/11/11 第16回 全日本学生 3DAY-EVENT 馬事公苑 耐久審査 門  謙二郎 E －－－ － 70 No.14 3反抗
1973/12/9 京都競馬場開厩記念第2回馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ Ｂ馬場馬術競技 岡村  達哉 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1973/12/9 京都競馬場開厩記念第2回馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 小障害飛越競技 岡村  達哉 E －－－ － ＊
1973/12/9 京都競馬場開厩記念第2回馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ ﾊﾟﾙｸｰﾙﾄﾞｼｬｽ競技 上田  雄三 E －－－ － ＊
1974/3/3 京都四大学新人戦 立命館大学 岡村  達哉
1974/3/3 京都四大学新人戦 立命館大学 内藤  重美
1974/3/3 京都四大学新人戦 立命館大学 門  謙二郎
1974/3/3 京都四大学新人戦 立命館大学 岡村  達哉
1974/4/14 京都府月例馬術大会 京都産業大学 ｻﾝｼﾞｮﾙｼﾞｭ賞典馬場馬術競技 薮本  栄三 ＊＊＊ ＊＊＊ 3 ＊
1974/5/3 第6回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 ｻﾝｼﾞｮﾙｼﾞｭ賞典馬場馬術競技 薮本  栄三 663点 8'41" 4 12
1974/6/2 京都府月例馬術大会 同志社大学 学生賞典馬場馬術競技 岡村  達哉 81･5/6 ＊＊＊ 5 ＊
1974/6/2 京都府月例馬術大会 同志社大学 障害飛越競技 岡村  達哉 E －－－ － ＊
1974/6/30 第3回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ Ａ馬場馬術競技 門  謙二郎 ＊＊＊ ＊＊＊ 6 ＊
1974/7/14 京都府月例馬術大会 小障害飛越競技 門  謙二郎 E －－－ － ＊ 3反抗,90cm
1974/8/30 第9回 関西学生馬場馬術大会 京都産業･立命館大学 学生賞典馬場馬術競技 門  謙二郎 233点 ＊＊＊ 8 ＊
1974/8/31 第17回 関西学生総合馬術大会 京都産業･立命館大学 調教審査･新国際総合馬場 門  謙二郎 -70 ＊＊＊ 4 59
1974/9/1 第17回 関西学生総合馬術大会 京都産業･立命館大学 耐久審査 門  謙二郎 -20 ＊＊＊ ＊ 57 1反抗
1974/9/2 第17回 関西学生総合馬術大会 京都産業･立命館大学 余力審査 門  謙二郎 -10 ＊＊＊ 9 31 1落下,計-100
1974/9/3 第12回 関西学生選手権大会 京都産業･立命館大学 予選･Ｂ馬場馬術競技 五百蔵  秀雄 111点 4'05" 3 3 甲南大学
1974/9/3 第12回 関西学生選手権大会 京都産業･立命館大学 予選･Ｂ馬場馬術競技 信耕  豊太郎 128点 4'05" 2 3 大阪府立大学
1974/9/3 第12回 関西学生選手権大会 京都産業･立命館大学 予選･Ｂ馬場馬術競技 大歯  省三 176点 4'05" 1 3 同志社大学
1974/9/22 第10回 西日本馬術大会 大阪市乗馬苑 ｻﾝｼﾞｮﾙｼﾞｭ賞典馬場馬術競技 薮本  栄三 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1974/10/10 京都府月例馬術大会 Ｂ馬場馬術競技? 大久保  洋子 212点 ＊＊＊ 1 ＊
1974/12/12 京都府月例馬術大会 ﾊﾟﾙｸｰﾙﾄﾞｼｬｽ競技 木村  和司 E －－－ － ＊ 3反抗
1974/12/12 京都府月例馬術大会 Ｂ馬場馬術競技 木村  和司 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1975/3/2 京都四大学新人戦 Ｂ馬場馬術競技 伊藤  礼 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1975/3/2 京都四大学新人戦 Ａ馬場馬術競技 木村  和司 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1975/6/1 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 新国際総合馬場馬術競技 木村  和司 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1975/6/1 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 学生賞典馬場馬術競技 木村  和司 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1975/6/1 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 秩父  美保 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊ 1反抗
1975/6/20 第10回 全関西学生馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 学生賞典馬場馬術競技 木村  和司 389点 7'23" 7 31
1975/6/20 第10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(障碍) 木村  和司 E －－－ － 47 ｽﾀｰﾄ前1分
1975/6/22 第7回 関西学生女子自馬大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ Ｂ馬場馬術競技 秩父  美保 165点 3'55" 13 22
1975/8/16 第18回 関西学生総合馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 調教審査･総合馬場馬術競技 木村  和司 ＊＊＊ ＊＊＊ 1 ＊ 複合
1975/8/17 第18回 関西学生総合馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 余力審査 木村  和司 E －－－ － ＊ 3反抗
1975/8/23 第18回 全日本学生馬場馬術競技会 馬事公苑 学生賞典馬場馬術競技 木村  和司 602.5 7'41" 23 36 団体4位
1975/8/25 貸与馬
1975/8/25 貸与馬
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1975/12/13 第4回 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ開設記念馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ Ａ馬場馬術競技 内藤  重美 155点 ＊＊＊ 7 ＊ 第4回 淀馬術大会
1976/1/15 東大戦 京都大学 学生賞典馬場馬術競技 内藤  重美 ＊＊＊ ＊＊＊ 1 2 京都大学
1976/1/15 東大戦 京都大学 学生賞典馬場馬術競技 宮本 ＊＊＊ ＊＊＊ 2 2 東京大学
1976/3/21 京都四大学新人戦 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ ｻﾝｼﾞｮﾙｼﾞｭ賞典馬場馬術競技 内藤  重美 380点 ＊＊＊ 3 5
1976/3/21 京都四大学新人戦 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 小障害飛越競技 内藤  重美 -13 ＊＊＊ ＊ ＊ 2反抗
1976/4/18 京都府月例馬術大会 立命館大学 Ａ馬場馬術競技 内藤  重美 156点 ＊＊＊ 4 ＊
1976/4/18 京都府月例馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技 内藤  重美 -0 ＊＊＊ 2 ＊ J.O.-0,OPEN
1976/6/18 第11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(障碍) 内藤  重美 -10 80"9 ＊ 70
1976/6/19 第11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(馬場) 内藤  重美 -65.67 5'48" 3 29 計-75.67
1976/6/20 第11回 全関西学生馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 学生賞典馬場馬術競技 内藤  重美 700点 7'08" 2 36
1976/7/3 第  回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ ｻﾝｼﾞｮﾙｼﾞｭ賞典馬場馬術競技 内藤  重美 464点 ＊＊＊ 5 ＊
1976/8/1 京都府月例馬術大会 同志社大学 学生賞典馬場馬術競技 内藤  重美 432点 ＊＊＊ 1 ＊
1976/8/18 第11回 関西学生馬場馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 学生賞典馬場馬術競技 内藤  重美 631点 6'53" 5 40 団体2位
1976/8/22 第19回 関西学生総合馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 調教審査 内藤  重美 -57.1 5'38" 65
1976/8/23 第19回 関西学生総合馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 耐久審査 内藤  重美 -1 ＊＊＊ 65
1976/8/24 第19回 関西学生総合馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 余力審査 内藤  重美 -10 ＊＊＊ 1 61 1落下,計-68.1,団体3位
1976/9/15 京都府自馬選手権大会 ｻﾝｼﾞｮﾙｼﾞｭ賞典馬場馬術競技 内藤  重美 613点 ＊＊＊ ＊ ＊
1976/9/15 京都府自馬選手権大会 複合 内藤  重美 359点 ＊＊＊ ＊ ＊
1976/9/15 京都府自馬選手権大会 障害飛越競技 内藤  重美 E －－－ － ＊ 3反抗,130cm
1976/10/10 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ馬術大会 京都産業大学 Ｂ馬場馬術競技 冨永  充久 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1976/10/10 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ馬術大会 京都産業大学 ﾊﾟﾙｸｰﾙﾄﾞｼｬｽ競技 内藤  重美 ＊＊＊ ＊＊＊ 6 ＊ 1反抗
1976/10/31 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? 清水 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1976/10/31 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 中障害飛越競技 内藤  重美 E －－－ － ＊ 3反抗
1976/11/14 第19回 全日本学生馬場馬術競技会 馬事公苑 学生賞典馬場馬術競技 内藤  重美 ＊＊＊ ＊＊＊ 10 ＊ 団体3位
1976/11/18 第19回 全日本学生 3DAY-EVENT 馬事公苑 調教審査 伊藤  礼 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1976/11/19 第19回 全日本学生 3DAYｰEVENT 馬事公苑 耐久審査 伊藤  礼 E －－－ － ＊ No.2 3反抗
1976/12/4 第  回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第2課目馬場馬術競技 冨永  充久 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1976/12/19 京都府月例馬術大会 第2課目馬場馬術競技 冨永  充久 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1977/3/13 京都四大学新人戦 同志社大学 第2課目馬場馬術競技(新人戦) 冨永  充久 ＊＊＊ ＊＊＊ 2 ＊
1977/4/17 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 冨永  充久 ＊＊＊ ＊＊＊ 1 ＊
1977/4/17 京都府月例馬術大会 京都産業大学 学生賞典馬場馬術競技 大久保  洋子 ＊＊＊ ＊＊＊ 3 ＊
1977/5/3 第9回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 ｻﾝｼﾞｮﾙｼﾞｭ賞典馬場馬術競技 大久保  洋子 603点 8'09" 6 12
1977/5/5 第9回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 第2課目馬場馬術競技 冨永  充久 270点 4'14" 7 19
1977/6/26 第12回 全関西学生馬術大会 杉谷馬事公苑 学生賞典馬場馬術競技 大久保  洋子 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ 29
1977/7/2 第  回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第3課目馬場馬術競技 大久保  洋子 ＊＊＊ ＊＊＊ 3 ＊
1977/7/17 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 学生賞典馬場馬術競技 大久保  洋子 ＊＊＊ ＊＊＊ 2 ＊
1977/7/31 京都府月例馬術大会 同志社大学 学生賞典馬場馬術競技 大久保  洋子 ＊＊＊ ＊＊＊ 4 ＊
1977/7/31 京都府月例馬術大会 同志社大学 障害飛越競技 大久保  洋子 E －－－ － ＊ 3反抗
1977/8/6 第12回 関西学生馬場馬術大会 甲南大学 学生賞典馬場馬術競技 大久保  洋子 ＊＊＊ ＊＊＊ 8 ＊ (団体3位)
1977/8/8 第2回 関西学生女子複合馬術大会 甲南大学 馬場馬術競技 大久保  洋子 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ 17
1977/8/8 第2回 関西学生女子複合馬術大会 甲南大学 障碍飛越競技 大久保  洋子 ＊＊＊ ＊＊＊ 5 ＊ 1反抗1落下,5/17
1977/9/2 第20回 関西学生総合馬術大会 ﾛｰﾔﾙ乗馬ｸﾗﾌﾞ 調教審査 大久保  洋子 -77.5 ＊＊＊ 11 48
1977/9/3 第20回 関西学生総合馬術大会 ﾛｰﾔﾙ乗馬ｸﾗﾌﾞ 耐久審査 大久保  洋子 -20 ＊＊＊ 31 47 1反抗
1977/9/4 第20回 関西学生総合馬術大会 ﾛｰﾔﾙ乗馬ｸﾗﾌﾞ 余力審査 大久保  洋子 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊ 1反抗
1977/10/10 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ馬術大会 京都産業大学 第2課目馬場馬術競技Ｂ 久岡  一史 ＊＊＊ ＊＊＊ 3 ＊
1977/10/10 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ馬術大会 京都産業大学 総合馬場馬術競技 田中  貴市朗 ＊＊＊ ＊＊＊ 6 ＊
1977/10/10 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ馬術大会 京都産業大学 低障害飛越競技 山田  容三 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊ 1反抗
1977/10/10 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ馬術大会 京都産業大学 小障害飛越競技Ｂ 田中  貴市朗 -1.25 ＊＊＊ 1 ＊ OPEN
1977/10/30 京都府月例馬術大会 立命館大学 総合馬場馬術競技 田中  貴市朗 ＊＊＊ ＊＊＊ 5 ＊
1977/10/30 京都府月例馬術大会 立命館大学 中障害飛越競技Ｂ 田中  貴市朗 E －－－ － ＊
1977/11/18 第20回 全日本学生 3DAY-EVENT 馬事公苑 調教審査 田中  貴市朗 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1977/11/19 第20回 全日本学生 3DAY-EVENT 馬事公苑 耐久審査 田中  貴市朗 E －－－ － ＊ No.2 3反抗
1977/12/18 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ ? 田中  貴市朗 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1977/12/18 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? 久岡  一史 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1978/3/21 第  回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 学生賞典馬場馬術競技 田中  貴市朗 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1978/4/6 東大戦 京都大学 第2課目馬場馬術競技? ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ 2 東京大学
1978/4/6 東大戦 京都大学 第2課目馬場馬術競技? 中岩  勝 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ 2 京都大学
1978/4/10 京都府月例馬術大会 京都産業大学 学生賞典馬場馬術競技 田中  貴市朗 ＊＊＊ ＊＊＊ 3 3



1978/4/10 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 久岡  一史 ＊＊＊ ＊＊＊ 4 ＊
1978/5/28 京都府月例馬術大会 立命館大学 学生賞典馬場馬術競技 田中  貴市朗 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1978/6/25 第13回 全関西学生馬術大会 ﾛｰﾔﾙ乗馬ｸﾗﾌﾞ 学生賞典馬場馬術競技 田中  貴市朗 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1978/6/25 第10回 関西学生女子自馬大会 ﾛｰﾔﾙ乗馬ｸﾗﾌﾞ 第2課目馬場馬術競技 野村  依子 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1978/7/30 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 学生賞典馬場馬術競技 冨永  充久 432点 ＊＊＊ 7 ＊
1978/8/5 第13回 関西学生馬場馬術大会 大阪市乗馬苑 学生賞典馬場馬術競技 冨永  充久 644点 ＊＊＊ 5 ＊
1978/8/20 国体京都府予選 立命館大学 中障害飛越競技 樋田  洋一 -0 ＊＊＊ ＊ ＊ 120cm
1978/8/28 第21回 関西学生総合馬術大会 大阪市乗馬苑 調教審査 樋田  洋一 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ 50 複合
1978/8/28 第21回 関西学生総合馬術大会 大阪市乗馬苑 障碍審査 樋田  洋一 E －－－ － ＊
1978/10/1 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ馬術大会 同志社大学 第2課目馬場馬術競技Ｂ 荒川  純一 ＊＊＊ ＊＊＊ 6 ＊
1978/10/1 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ馬術大会 同志社大学 第2課目馬場馬術競技Ｂ 吉田  和雄 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1978/10/1 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ馬術大会 同志社大学 第2課目馬場馬術競技Ｂ 池上  秀二 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1978/10/1 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ馬術大会 同志社大学 第2課目馬場馬術競技Ａ 藤井  正寛 ＊＊＊ ＊＊＊ 2 ＊
1978/12/2 第7回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第2課目馬場馬術競技? 藤井  正寛 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1979/3/21 第8回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第2課目馬場馬術競技(一般) 藤井  正寛 213点 ＊＊＊ ＊ ＊
1979/3/21 第8回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第2課目馬場馬術競技(新人) 白井  宏和 1
1979/4/15 京都府月例馬術大会 学生賞典馬場馬術競技 久岡  一史 ＊＊＊ ＊＊＊ 2 ＊
1979/4/15 京都府月例馬術大会 第2課目馬場馬術競技 藤井  正寛 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1979/5/4 第11回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 学生賞典馬場馬術競技 久岡  一史 438点 ＊＊＊ 3 ＊
1979/6/7 第14回 全関西学生馬術大会 甲南大学 学生賞典馬場馬術競技 久岡  一史 865点 7'28" 1 ＊ 側審付き
1979/8/11 第14回 関西学生馬場馬術大会 大阪市乗馬苑 学生賞典馬場馬術競技 久岡  一史 470点 6'58" 2 20 団体3位
1979/8/25 第22回 関西学生総合馬術大会 甲南大学 調教審査 久岡  一史 -146.2 ＊＊＊ ＊ 54
1979/8/26 第22回 関西学生総合馬術大会 甲南大学 耐久審査 久岡  一史 -20 2'30" ＊ 50 1反抗
1979/8/27 第22回 関西学生総合馬術大会 甲南大学 余力審査 久岡  一史 -10 38"0 14 41 1反抗,計-176･1/6
1979/9/30 京都府月例馬術大会 第2課目馬場馬術競技? 吉田  和雄 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1979/9/30 京都府月例馬術大会 学生賞典馬場馬術競技 久岡  一史 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1979/10/10 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ馬術大会 同志社大学 第1課目馬場馬術競技 吉田  和雄 ＊＊＊ ＊＊＊ 1 ＊
1979/10/10 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ馬術大会 同志社大学 第2課目馬場馬術競技Ⅱ 鈴木  哲朗 ＊＊＊ ＊＊＊ 6 ＊
1979/10/10 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ馬術大会 同志社大学 第2課目馬場馬術競技Ⅰ 川越  勝 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1979/11/11 第22回 全日本学生馬場馬術競技会 馬事公苑 学生賞典馬場馬術競技 久岡  一史 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1980/4/20 京都府月例馬術大会 京都産業大学 学生賞典馬場馬術競技 藤井  正寛 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1980/4/20 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 池上  秀二 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1980/5/3 第12回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 ｻﾝｼﾞｮﾙｼﾞｭ賞典馬場馬術競技 薮本  栄三 807点 9'14" 4 9
1980/5/4 第12回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 学生賞典馬場馬術競技 藤井  正寛 440点 7'55" 4 10 団体3位
1980/5/18 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 学生賞典馬場馬術競技 藤井  正寛 488点 ＊＊＊ 2 ＊
1980/6/8 第15回 全関西学生馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 学生賞典馬場馬術競技 藤井  正寛 711点 8'07" ＊ 23 側審付き
1980/7/6 京都府月例馬術大会 立命館大学 学生賞典馬場馬術競技 藤井  正寛 484点 ＊＊＊ 2 ＊
1980/8/3 第15回 関西学生馬場馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 学生賞典馬場馬術競技 藤井  正寛 698点 8'18" 5 26
1980/8/30 京都府月例馬術大会兼国体予選 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 総合馬場馬術競技 池上  秀二 ＊＊＊ ＊＊＊ 2 ＊
1980/9/28 京都府月例馬術大会 京都産業大学 総合馬場馬術競技 池上  秀二 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1980/10/10 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Ａ 森  英郎 ＊＊＊ ＊＊＊ 1 ＊
1980/10/10 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Ｂ 河野  誠 ＊＊＊ ＊＊＊ 6 ＊
1980/10/10 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Ｂ 藤井  肇 ＊＊＊ ＊＊＊ 4 ＊
1981/3/8 京都府月例馬術大会 同志社大学 平井  秀明 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1981/3/8 京都府月例馬術大会 同志社大学 荒川  純一 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1981/3/21 第9回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第3課目馬場馬術競技 荒川  純一 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1981/3/22 第9回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第2課目馬場馬術競技 平井  秀明 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1981/5/4 第13回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 学生賞典馬場馬術競技 荒川  純一 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1981/5/5 第13回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 第2課目馬場馬術競技(一般) 河野  誠 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1981/5/31 京都府月例馬術大会 学生賞典馬場馬術競技 荒川  純一 559点 7'11" 3 12
1981/5/31 京都府月例馬術大会 第2課目馬場馬術競技(女子) 斉藤  由紀子 260点 4"30" 2 6
1981/6/21 第16回 全関西学生馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 学生賞典馬場馬術競技 荒川  純一 833点 ＊＊＊ 8 26 側審付き
1981/6/22 第13回 関西学生女子自馬大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第2課目馬場馬術競技 斉藤  由紀子 270点 ＊＊＊ 11 24
1981/8/2 第16回 関西学生馬場馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 学生賞典馬場馬術競技 荒川  純一 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1981/12/5 第10回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第3課目馬場馬術競技 河野  誠 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1981/12/5 第10回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第2課目馬場馬術競技(男子) 森  英郎 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1981/12/6 第10回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第2課目馬場馬術競技(女子) 藤吉  貴子 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1981/12/6 第10回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第1課目馬場馬術競技 喜安  和秀 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊



1981/12/13 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 学生賞典馬場馬術競技 河野  誠 319点 ＊＊＊ 6 7
1981/12/13 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 小林  宏行 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1982/3/7 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 小林  宏行 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1982/3/21 第11回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第3課目馬場馬術競技 河野  誠 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1982/3/22 第11回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第2課目馬場馬術競技 上野  芳弘 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1982/4/18 京都府月例馬術大会 京都産業大学 学生賞典馬場馬術競技 河野  誠 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1982/4/18 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(女子) 斉藤  由希子 ＊＊＊ ＊＊＊ 2 ＊
1982/5/4 第14回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 学生賞典馬場馬術競技 河野  誠 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1982/5/5 第14回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 第2課目馬場馬術競技(一般) 小林  宏行 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1982/5/5 第14回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 第2課目馬場馬術競技(高校･婦人) 斉藤  由希子 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1982/6/13 京都府月例馬術大会 立命館大学 学生賞典馬場馬術競技 藤井  肇 529点 ＊＊＊ ＊ ＊
1982/6/13 京都府月例馬術大会 立命館大学 第2課目馬場馬術競技 坂下  久美子 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1982/6/13 京都府月例馬術大会 立命館大学 総合馬場馬術競技 斉藤  由希子 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1982/6/27 第17回 全関西学生馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 学生賞典馬場馬術競技 藤井  肇 490点 ＊＊＊ 8 25
1982/6/27 第14回 関西学生女子自馬大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第2課目馬場馬術競技 坂下  久美子 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ 25
1982/6/28 第14回 関西学生女子自馬大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 総合馬場馬術競技 斉藤  由希子 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1982/7/18 京都府貸与馬選手権大会 立命館大学 学生賞典馬場馬術競技 河野  誠 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊ 京都大学
1982/7/18 京都府貸与馬選手権大会 立命館大学 学生賞典馬場馬術競技 島崎  宏伸 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊ 同志社大学
1982/7/18 京都府貸与馬選手権大会 立命館大学 学生賞典馬場馬術競技 西村  信子 516点 7'25" ＊ ＊ 京都産業大学
1982/7/18 京都府貸与馬選手権大会 立命館大学 学生賞典馬場馬術競技 山田  篤 490点 ＊＊＊ ＊ ＊ 京都産業大学
1982/7/30 第4回 学生馬術東西対抗競技会 京都産業大学 学生賞典馬場馬術競技 藤井  肇 559点 6'50" 1 2 京都大学
1982/7/30 第4回 学生馬術東西対抗競技会 京都産業大学 学生賞典馬場馬術競技 橘  利和 513点 7'06" 2 2 明治大学
1982/8/4 第17回 関西学生馬場馬術大会 大阪市乗馬苑 学生賞典馬場馬術競技 藤井  肇 889点 ＊＊＊ 11 25 側審付き
1982/9/26 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ馬術大会 同志社大学 学生賞典馬場馬術競技 上野  芳弘 544点 ＊＊＊ 5 8
1982/9/26 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ馬術大会 同志社大学 第1課目馬場馬術競技 吉川  学 224点 ＊＊＊ 6 ＊
1982/9/26 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ馬術大会 同志社大学 第1課目馬場馬術競技 寺田  洋一 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1982/12/5 京都府忘年月例馬術大会 京都産業大学 東  倫生 308点 ＊＊＊ 6 20
1982/12/5 京都府忘年月例馬術大会 京都産業大学 高須  司 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1982/12/5 京都府忘年月例馬術大会 京都産業大学 倉島  康裕 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1983/3/6 京都府月例馬術大会 立命館大学 第2課目馬場馬術競技 東  倫生 310点 4'30" 6 16
1983/3/21 第12回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第3課目馬場馬術競技 東  倫生 386点 6'55" 5 17
1983/4/17 京都府月例馬術大会 京都産業大学 学生賞典馬場馬術競技 東  倫生 535点 7'32" 7 14
1983/5/4 第15回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 学生賞典馬場馬術競技 東  倫生 459点 7'04" 9 21
1983/5/5 第15回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 第2課目馬場馬術競技(婦人) 坂下  久美子 273点 4'50" 12 21
1983/6/12 京都府月例馬術大会 立命館大学 学生賞典馬場馬術競技 東  倫生 525点 7'42" 13 18
1983/6/12 京都府月例馬術大会 立命館大学 第2課目馬場馬術競技 坂下  久美子 297点 4'45" 4 7
1983/6/26 第18回 全関西学生馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 学生賞典馬場馬術競技 東  倫生 449点 7'09" 12 24
1983/6/26 第15回 関西学生女子自馬大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第2課目馬場馬術競技 坂下  久美子 332点 4'29" 3 28
1983/7/16 第6回 京都府民総合体育大会馬術競技 京都産業大学 総合馬場馬術競技 東  倫生 356点 5'47" 4 19
1983/7/16 第6回 京都府民総合体育大会馬術競技 京都産業大学 第2課目馬場馬術競技(一般) 寺田  洋一 327点 4'46" 6 13
1983/9/15 京都府月例馬術大会 同志社大学 第2課目馬場馬術競技 高須  司 245点 4'53" 20 21
1983/10/2 京都府自馬選手権大会 第2課目馬場馬術競技(婦人) 河野  直子 234点 4'19" 12 12
1983/10/2 京都府自馬選手権大会 第1課目馬場馬術競技(女子) 伊藤  真紀子 211点 4'52" 4 9
1983/10/2 京都府自馬選手権大会 第1課目馬場馬術競技(女子) 杉山  由美子 203点 4'52" 5 9
1983/12/4 京都府忘年月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 第2課目馬場馬術競技 坂下  久美子 322点 ＊＊＊ 2 ＊
1983/12/4 京都府忘年月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 第2課目馬場馬術競技 高須  司 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1983/12/10 第13回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第2課目馬場馬術競技(男子) 高須  司 256点 ＊＊＊ 23 27
1983/12/10 第13回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第2課目馬場馬術競技(女子) 坂下  久美子 312点 ＊＊＊ 6 12
1984/1/8 ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ落成記念馬場馬術大会 京都大学 学生賞典馬場馬術競技 坂下  久美子 492点 7'14" 5 9
1984/1/8 ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ落成記念馬場馬術大会 京都大学 第2課目馬場馬術競技 高須  司 294点 4'35" 9 19
1984/3/19 第14回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第2課目馬場馬術競技(女子) 山口  智子 291点 ＊＊＊ 8 18
1984/3/20 第14回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 坂下  久美子 ＊＊＊ ＊＊＊ 9 16
1984/4/15 京都府月例馬術大会 立命館大学 学生賞典馬場馬術競技 坂下  久美子 ＊＊＊ ＊＊＊ 10 10
1984/5/4 第16回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 学生賞典馬場馬術競技 坂下  久美子 707点 ＊＊＊ 10 13
1984/6/24 京都府月例馬術大会 京都産業大学 学生賞典馬場馬術競技 坂下  久美子 505点 6'57" 13 14
1984/7/6 第19回 関西学生馬場馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 学生賞典馬場馬術競技 坂下  久美子 463点 7'43" 12 25
1984/7/7 第16回 関西学生女子自馬大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 総合馬場馬術競技 坂下  久美子 274点 6'35" 5 13
1984/7/14 第7回 京都府民総合体育大会馬術競技 同志社大学 総合馬場馬術競技 大須賀  信 ＊＊＊ ＊＊＊ 6 ＊



1984/7/14 第7回 京都府民総合体育大会馬術競技 同志社大学 第3級課目馬場馬術競技(一般) 乾  重人 ＊＊＊ ＊＊＊ 2 ＊
1984/7/14 第7回 京都府民総合体育大会馬術競技 同志社大学 第3級課目馬場馬術競技(婦人) 伊藤  真紀子 ＊＊＊ ＊＊＊ 8 ＊
1984/9/15 第15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) 相川  哲 266点 ＊＊＊ 27 36
1984/9/15 第15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(女子) 伊藤  真紀子 249点 ＊＊＊ 11 15
1984/9/30 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 第3級課目馬場馬術競技 相川  哲 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1984/12/9 京都府自馬選手権大会 同志社大学 第2級課目馬場馬術競技(男子) 松村  潤一 225点 5'13" 4 6
1984/12/9 京都府自馬選手権大会 同志社大学 第2級課目馬場馬術競技(女子) 岸  由紀栄 230点 5'08" 3 9
1984/12/9 京都府自馬選手権大会 同志社大学 第3級課目馬場馬術競技(男子) 乾  重人 268点 7'19" 8 17
1985/3/10 京都府新人馬術大会 京都産業大学 総合馬場馬術競技 乾  重人 301点 6'30" 1 8
1985/3/10 京都府新人馬術大会 京都産業大学 第2級課目馬場馬術競技 高島  公美 218点 4'54" 1 7
1985/4/13 第24回 国立七大学総合体育大会 京都大学 総合馬場馬術競技 吉川  学 321点 6'20" 2 3 京都大学
1985/4/13 第24回 国立七大学総合体育大会 京都大学 総合馬場馬術競技 畠山  政一 326点 5'56" 1 3 東京大学
1985/4/13 第24回 国立七大学総合体育大会 京都大学 総合馬場馬術競技 小役丸千加子 287点 6'10" 3 3 北海道大学
1985/5/5 第17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(婦人) 高島  公美 241点 6'47" 11 21
1985/5/6 第17回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 乾  重人 465点 7'13" 10 20
1985/6/9 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 乾  重人 ＊＊＊ ＊＊＊ 9 17
1985/6/9 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 第3級課目馬場馬術競技 高島  公美 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1985/6/22 第20回 全関西学生馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 学生賞典馬場馬術競技 乾  重人 472点 7'32" 15 27
1985/6/23 第17回 関西学生女子自馬大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第3級課目馬場馬術競技 高島  公美 284点 6'44" 11 26
1985/7/13 第8回 京都府民総合体育大会馬術競技 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 総合馬場馬術競技 岩里  琢治 ＊＊＊ ＊＊＊ 5 ＊
1985/8/9 第20回 関西学生馬場馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 学生賞典馬場馬術競技 乾  重人 581点 7'28" 16 30
1985/9/23 第17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  幸二郎 331点 ＊＊＊ ＊ ＊
1985/9/23 第17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(女子) 豊田  陽子 309点 ＊＊＊ ＊ ＊
1985/10/10 京都府自馬選手権大会 立命館大学 第2級課目馬場馬術競技(男子) 胡麻崎  則男 238点 5'18" 2 10
1985/10/10 京都府自馬選手権大会 立命館大学 第2級課目馬場馬術競技(男子) 戸田  正毅 228点 6'00" 3 10
1985/10/10 京都府自馬選手権大会 立命館大学 第2級課目馬場馬術競技(女子) 日朝  めぐみ 275点 4'31" 2 3
1985/11/4 ははたく京都のｽﾎﾟｰﾂ推進大会 京都産業大学 ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 山田  幸二郎 436点 7'36" 10 11
1985/11/4 はばたく京都のｽﾎﾟｰﾂ推進大会 京都産業大学 第3級課目馬場馬術競技 高島  公美 288点 7'29" 6 11
1985/12/15 京都府忘年月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ ｾﾝﾄｼﾞｮｰｼﾞ賞典馬場馬術競技 高三  秀成 831点 7'38" 6 6
1986/5/4 第18回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 乾  重人 499点 7'26" 10 16
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 学生賞典馬場馬術競技 乾  重人 493点 7'38" 9 16
1986/8/1 第21回 関西学生馬場馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 学生賞典馬場馬術競技 乾  重人 572点 7'21" 10 17
1986/10/10 京都府自馬選手権大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 第2級課目馬場馬術競技(男子) 山田  武 297点 4'36" 1 10
1986/10/10 京都府自馬選手権大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 第2級課目馬場馬術競技(女子) 松浦  ひろみ 214点 5'29" 7 13
1986/10/10 京都府自馬選手権大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 第2級課目馬場馬術競技(女子) 田村  美穂子 253点 5'03" 2 13
1986/12/6 第19回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 松田  敏 487点 7'54" 7 9
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) 松田  敏 290点 7'34" 11 27
1987/7/11 第10回 京都府民総合体育大会馬術競技 立命館大学 ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 黒田  哲也 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1987/7/24 第22回 関西学生馬場馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 学生賞典馬場馬術競技 黒田  哲也 564点 7'28" 13 17 団体2位
1987/11/23 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ馬術大会 京都産業大学 第2級課目馬場馬術競技(男子) 久野  秀二 247点 4'57" 6 10
1987/11/23 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ馬術大会 京都産業大学 第2級課目馬場馬術競技(女子) 石倉  幹子 292点 4'50" 1 9
1987/11/23 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ馬術大会 京都産業大学 第3級課目馬場馬術競技(女子) 稲吉  幸子 307点 7'12" 3 3
1987/12/6 第21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) 帯屋  博義 302点 7'47" 16 16
1987/12/6 第21回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第2級課目馬場馬術競技 川上  量生 221.5 6'17" 11 13
1988/3/20 第22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(女子) 吉川  敏子 318点 7'32" 9 17
1988/3/20 第22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) 渡辺  あゆみ 312点 7'35" 10 17
1988/4/17 京都国体第2次選考会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 第3級課目馬場馬術競技 吉川  敏子 340点 6'44" 3 16
1988/5/5 第20回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 吉川  敏子 517点 8'00" 5 13
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 ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 吉川  敏子 E －－－ － 11 ﾍﾞﾙ前入場
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 第3級課目馬場馬術競技 立岩  淳一 298点 6'41" 8 11
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 ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 吉川  敏子 519点 8'15" 3 10
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 学生賞典馬場馬術競技 吉川  敏子 597点 7'40" 10 23
1988/6/18 第20回 関西学生女子自馬大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 女子総合馬場馬術競技 吉川  敏子 332.5 6'16" 3 15 総合馬場馬術競技
1988/8/5 第23回 関西学生馬場馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 学生賞典馬場馬術競技 吉川  敏子 575点 8'16" 18 21
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 ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 吉川  敏子 530点 7'22" 3 10
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 第2級課目馬場馬術競技(女子) 岩本  裕子 291点 4'32" 1 8
1988/12/4 第23回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 吉川  敏子 537点 ＊＊＊ 9 17
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(女子) 宮野  きぬ 317点 ＊＊＊ 9 18



1989/3/20 第24回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 吉川  敏子 418点 8'43" 20 21
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(新人戦) 小沢  耕介 315点 5'09" 2 5
1989/4/16 京都府月例馬術大会 立命館大学 ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 吉川  敏子 553点 7'35" 9 14
1989/5/28 京都府月例馬術大会 京都産業大学 ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 石倉  幹子 498点 7'04" 12 16
1989/5/28 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 平野  道子 327点 5'17" 8 19
1989/6/4 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 吉川  敏子 488点 7'41" 4 11
1989/6/4 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 第3級課目馬場馬術競技 平野  道子 322点 5'27" 6 15
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 学生賞典馬場馬術競技 吉川  敏子 672点 7'52" 11 25
1989/6/24 第21回 関西学生女子自馬大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 女子3級馬場馬術競技 平野  道子 299点 5'30" 18 26 第3級課目馬場馬術競技
1989/7/28 第24回 関西学生馬場馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 学生賞典馬場馬術競技 吉川  敏子 631点 8'19" 19 27
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 第3級課目馬場馬術競技(女子) 平野  道子 278点 5'29" 3 4
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 第2級課目馬場馬術競技(男子) 赤松  孝洋 266点 5'55" 4 7
1989/12/3 第25回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 平野  道子 448点 ＊＊＊ 13 15
1990/5/20 第26回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 額賀  信尾 546点 7'36" 9 18
1990/6/3 京都府月例馬術大会 立命館大学 ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 額賀  信尾 535点 7'24" 8 15
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 学生賞典馬場馬術競技 額賀  信尾 641点 7'37" 13 22
1990/7/27 第25回 関西学生馬場馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 学生賞典馬場馬術競技 額賀  信尾 658点 7'37" 11 22 団体3位

1972年以前の戦績はよくわかりません。


