
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
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) 吉川  敏子 217点 ＊＊＊ 17 18 馬場ﾃﾞﾋﾞｭｰ
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(女子) 吉川  敏子 307点 5'09" 6 9
1989/3/21 第24回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 小障害飛越競技Ｂ 岩里  琢治 -0 72"62 3 30 障害ﾃﾞﾋﾞｭｰ
1989/4/16 京都府月例馬術大会 立命館大学 第3級課目馬場馬術競技 吉川  敏子 260点 5'12" 12 16
1989/4/16 京都府月例馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ｂ 岩里  琢治 -3 66"48 ／ 23 1反抗
1989/4/16 京都府月例馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ｂ 吉川  敏子 -0 56"86 5 23
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 吉川  敏子 314点 5'14" 10 19
1989/5/28 京都府月例馬術大会 京都産業大学 小障害飛越競技Ｂ 吉川  敏子 -11 86"3 ／ 31 1反抗
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 吉川  敏子 217点 4'36" 15 15
1989/6/4 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 吉川  敏子 -0 59"4 10 31
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 新馬障碍飛越競技 吉川  敏子 -0 56"0 3 15 J.O.-0,36"0
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 吉川  敏子 327点 5'05" 8 26 第3級課目馬場馬術競技
1989/6/25 第21回 関西学生女子自馬大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 女子障碍飛越競技 吉川  敏子 -0 58"5 5 33 J.O.-0,48"4
1989/12/3 第25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(一般) 宮野  きぬ 261点 ＊＊＊ 22 23
1989/12/4 第25回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 小障害飛越競技Ａ 岩里  琢治 -4 57"0 ／ 52
1989/12/4 第25回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 中障害飛越競技Ｃ 岩里  琢治 -0 53"2 3 50
1989/12/17 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 宮野  きぬ -0 46"8 3 18
1990/3/11 京都府月例馬術大会･京都府新人戦馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ｂ 宮野  きぬ -0.25 65"2 ／ 23
1990/3/11 京都府月例馬術大会･京都府新人戦馬術大会 立命館大学 中障害飛越競技Ｃ 岩里  琢治 E －－－ － 15 3反抗(水濠)
1990/5/21 第26回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 中障害飛越競技Ｃ 岩里  琢治 -8 48"5 ／ 51
1990/5/21 第26回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 中障害飛越競技Ｂ 岩里  琢治 -12 49"5 ／ 24
1990/6/3 京都府月例馬術大会 立命館大学 第3級課目馬場馬術競技 吉川  敏子 319点 5'09" 15 22
1990/6/3 京都府月例馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ａ 小沢  耕介 -3.25 60"4 ／ 22 1反抗
1990/7/1 第13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 小沢  耕介 -0 62"0 5 25
1990/7/1 第13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 小沢  耕介 E －－－ － 18 3反抗(乾壕)
1990/8/25 第33回 関西学生総合馬術大会 杉谷馬事公苑 調教審査･総合馬場馬術競技 小沢  耕介 -87.95 6'01" 37 40 複合               団体3位
1990/8/26 第33回 関西学生総合馬術大会 杉谷馬事公苑 余力審査 小沢  耕介 -15 84"8 17 40 1反抗1落下,計-102.95,17/40
1990/10/10 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ記念馬術大会 立命館大学 第3級課目馬場馬術競技(男子) 小沢  耕介 313点 5'20" 5 8
1990/10/10 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ記念馬術大会 立命館大学 中障害飛越競技Ｓ＆Ｈ 小沢  耕介 E －－－ － 8 3反抗,110cm
1990/11/10 第33回 全日本学生 3-DAY EVENT 馬事公苑 調教審査･学生3-DAY EVENT馬場 小沢  耕介 -249 5'14" 56 58
1990/11/11 第33回 全日本学生 3-DAY EVENT 馬事公苑 耐久審査 小沢  耕介 E －－－ － 57 No.3 3反抗
1990/12/24 京都府忘年月例馬術大会 京都産業大学 中障害飛越競技Ｃ 小沢  耕介 -0 61"2 3 33 J.O.-0 43"3,100cm
1991/3/4 第27回 淀ﾎｰｽｼｮｰ馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ ｽﾋﾟｰﾄﾞ＆ﾊﾝﾃﾞｨﾈｽ競技Ｂ 小沢  耕介 63"5 ＊＊＊ 2 30 100cm
1991/3/21 京都府月例馬術大会･京都府新人馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 中障害飛越競技Ｃ 小沢  耕介 -19.25 70"5 ／ 28 2反抗
1991/4/29 京都府月例馬術大会 立命館大学 中障害飛越競技Ｃ 小沢  耕介 -0 63"05 4 23 J.O.-0,43"10
1991/4/29 京都府月例馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ｃ 渡邉  太郎 -9.5 82"0 ／ 21 2反抗
1991/6/21 第26回 全関西学生馬術大会 甲南大学 障碍飛越予選競技 小沢  耕介 -3.75 76"5 ／ 54 1反抗
1991/6/22 第26回 全関西学生馬術大会 甲南大学 中障碍飛越競技Ｃ 小沢  耕介 -0 57"7 1 9
1991/6/22 第26回 全関西学生馬術大会 甲南大学 複合馬術競技Ｃ 小沢  耕介 335点 6'19" 4 6 計-168.4,第2課目
1991/6/23 第22回 関西学生新人馬術大会 甲南大学 新人障碍飛越競技 渡邉  太郎 -11 64"6 ／ 36 1反抗
1991/7/13 第14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 小沢  耕介 -0 58"7 ／ 15 J.O.-12,52"5
1991/7/13 第13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 小沢  耕介 -7.25 74"1 ／ 11 1反抗
1991/7/27 第26回 関西学生障碍馬術大会 甲南大学 標準中障碍飛越競技･第一走行 小沢  耕介 -4 73"5 10 36 1落下
1991/7/28 第26回 関西学生障碍馬術大会 甲南大学 標準中障碍飛越競技･第二走行 小沢  耕介 -0 79"3 5 33 計-4,5/36
1991/8/31 第34回 関西学生総合馬術大会 甲南大学 調教審査･学生3-DAY EVENT馬場 小沢  耕介 -213.3 6'25" 23 28 複合
1991/9/1 第34回 関西学生総合馬術大会 甲南大学 余力審査 小沢  耕介 -5 54"0 14 28 1落下,計-218.3,14/28
1991/10/10 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ馬術大会 立命館大学 中障害飛越競技Ｓ＆Ｈ 小沢  耕介 68"2 ＊＊＊ 1 9 110cm
1991/10/10 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ馬術大会 立命館大学 中障害飛越競技Ｂ 小沢  耕介 -7 64"2 5 7 1反抗
1991/12/10 第41回 全日本学生賞典障害飛越競技会 馬事公苑 学生賞典障害飛越競技･第一走行 小沢  耕介 E －－－ － 100 3反抗
1991/12/14 第34回 全日本学生 3-DAY EVENT 馬事公苑 調教審査･学生3-DAY EVENT馬場 小沢  耕介 -174.7 6'03" 48 60
1991/12/15 第34回 全日本学生 3-DAY EVENT 馬事公苑 耐久審査 小沢  耕介 E －－－ － 60 No.3 3反抗
1992/3/1 第29回 淀ﾎｰｽｼｮ-馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 小障害飛越競技Ｂ 九十九  伸一 -4 58"2 ／ 56
1992/3/1 第29回 淀ﾎｰｽｼｮ-馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 小障害飛越競技Ａ 九十九  伸一 -0 56"6 1 40
1992/3/2 第29回 淀ﾎｰｽｼｮ-馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 小障害飛越競技Ｃ 五嶋  健 -0 55"7 6 40
1992/3/20 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 九十九  伸一 -0 56"7 4 20
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1992/3/20 第3回 関西学生馬術王座決定戦･京都地区予選 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 小障害飛越競技Ｂ 渡邉  太郎 -0 50"0 2 2 京都大学
1992/3/20 第3回 関西学生馬術王座決定戦･京都地区予選 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 小障害飛越競技Ｂ 梶谷  武志 -0 46"3 1 2 立命館大学
1992/4/13 東大戦 京都大学 障害飛越競技 九十九  伸一 -4 70"8 － 3 100cm,京都大学
1992/4/13 東大戦 京都大学 障害飛越競技 佐藤  彰倫 -0 71"0 － 3 100cm,J.O.-0,東京大学
1992/4/13 東大戦 京都大学 障害飛越競技 大橋  圭太 -4 77"8 － 3 100cm,京都大学
1992/4/29 京都府月例馬術大会 京都産業大学 小障害飛越競技Ｃ 中嶋  亮 E －－－ － 30 2落馬
1992/4/29 京都府月例馬術大会 京都産業大学 中障害飛越競技Ｃ 九十九  伸一 188"5 ＊＊＊ ／ 20 2反抗,S&H
1992/7/18 第15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 標準 九十九  伸一 -4 62"8 ／ 23
1992/7/31 第27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予選 九十九  伸一 -0 75"5 ／ 18
1992/8/1 第27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 九十九  伸一 -49.5 226"0 － 42 3反抗(3段over水濠)
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 澤木  夕紀彦 -4 57"7 ／ 23
1994/6/17 第29回 全関西学生馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 障碍飛越予選競技 澤木  夕紀彦 -0 49"21 ／ 68
1994/6/18 第29回 全関西学生馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 中障碍飛越競技Ｃ 澤木  夕紀彦 -4 69"83 ／ 32
1994/7/30 第29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 澤木  夕紀彦 -77.5 －－－ － 45 3反抗(ﾄﾘﾌﾟﾙ)    失権9回目


