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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
1991/12/22 京都府忘年月例馬術大会 京都産業大学 第2課目馬場馬術競技 山田  武 289点 3'41" 7 11 馬場ﾃﾞﾋﾞｭｰ
1991/12/22 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 山田  武 -4 40"4 6 10 障害ﾃﾞﾋﾞｭｰ
1992/2/29 第29回 淀ﾎｰｽｼｮ-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) 本庶  仁子 325点 3'49" 11 22
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 小沢  耕介 -0 63"3 9 56
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 小沢  耕介 -4 57"0 ／ 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 第2課目馬場馬術競技 本庶  仁子 266点 3'50" 16 21 新人戦 15/18
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 低障害飛越競技 山田  武 -0 61"7 3 8
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 低障害飛越競技 本庶  仁子 -0 67"6 5 8
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 小障害飛越競技Ｂ 山田  武 -7.75 72"1 ／ 26 1反抗
1992/4/29 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 本庶  仁子 305点 3'58" 17 19
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 本庶  仁子 -3.5 82"4 ／ 30 1反抗
1992/5/4 第28回 関西学生女子選手権大会 京都産業大学 予選･部班 奥村  純代 59点 －－－ 2 3 大阪府立大学
1992/5/4 第28回 関西学生女子選手権大会 京都産業大学 予選･部班 内藤  理絵 71点 －－－ 1 3 京都産業大学
1992/5/4 第28回 関西学生女子選手権大会 京都産業大学 予選･部班 津川  直美 58点 －－－ 3 3 大阪府立大学
1992/6/7 京都府月例馬術大会 立命館大学 第2課目馬場馬術競技(女子) 本庶  仁子 342.5 4'01" 2 11
1992/6/7 京都府月例馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ｂ 本庶  仁子 -1.5 85"3 ／ 21 Open 4人
1992/6/26 第27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 本庶  仁子 -3.5 63"7 ／ 16 1反抗
1992/6/27 第24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 本庶  仁子 315点 3'43" 19 38
1992/6/27 第24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 長谷部  直子 301点 4'06" 27 38
1992/6/28 第24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 本庶  仁子 -0 ／ 44 J.O.-0
1992/9/23 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 本庶  仁子 365点 4'00" 8 14
1992/9/23 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Ｃ 本庶  仁子 -3 76"4 ／ 27 Open 2人,1反抗
1992/9/23 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 瀬木  恵里 E －－－ － 16 Open 1人,経路違反
1992/12/6 京都府忘年月例馬術大会 京都産業大学 第2課目馬場馬術競技(女子) 本庶  仁子 367点 4'15" 3 6
1993/2/25 岡大戦 京都大学 第2課目馬場馬術競技 大原  麻子 353点 4'16" 1 2 京都大学
1993/2/25 岡大戦 京都大学 第2課目馬場馬術競技 田中  堅太郎 328点 3'59" 2 2 岡山大学
1993/3/14 京都府月例馬術大会･京都府新人馬術大会 立命館大学 第2課目馬場馬術競技(女子) 本庶  仁子 348点 4'21" 6 10
1993/3/14 京都府月例馬術大会･京都府新人馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ｂ 本庶  仁子 E －－－ － 31 Open 1人,3反抗
1993/3/14 京都府月例馬術大会･京都府新人馬術大会 立命館大学 低障害飛越競技 枡原  治 -0 61"2 ／ 20
1993/4/4 第32回 国立七大学総合体育大会 京都大学 4位決定戦 秋吉  博之 -4 60"1 2 2 東北大学,90cm
1993/4/4 第32回 国立七大学総合体育大会 京都大学 4位決定戦 鈴木  哲矢 -0 68"9 1 2 東京大学,90cm
1993/4/4 第32回 国立七大学総合体育大会 京都大学 5,6位決定戦 松原  貴志 -4 64"2 1 2 北海道大学,90cm
1993/4/4 第32回 国立七大学総合体育大会 京都大学 5,6位決定戦 小西  麻里 -120 －－－ 2 2 九州大学,90cm,落馬    失権3回目
1993/4/18 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 第3課目馬場馬術競技1993 本庶  仁子 322点 3'59" 15 20
1993/4/18 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 本庶  仁子 -5.5 69"8 ／ 30 1反抗
1993/5/3 第31回 関西学生馬術選手権大会 大阪府立大学 予選･部班 川端  健治 87点 －－－ 4 4 近畿大学
1993/5/3 第31回 関西学生馬術選手権大会 大阪府立大学 予選･部班 坂田  陽右 96.5点 －－－ 3 4 関西学院大学
1993/5/3 第31回 関西学生馬術選手権大会 大阪府立大学 予選･部班 高橋  宗士 97.5点 －－－ 2 4 京都大学
1993/5/3 第31回 関西学生馬術選手権大会 大阪府立大学 予選･部班 伴  信和 109.5点 －－－ 1 4 京都産業大学
1993/5/23 京都府月例馬術大会 立命館大学 第3課目馬場馬術競技1993(女子) 本庶  仁子 319点 4'29" 7 8
1993/5/23 京都府月例馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ｂ 舘野  隆之輔 -0 56"7 ／ 39 Open 1人
1993/6/9 京都府月例馬術大会 京都産業大学 小障害飛越競技Ａ 舘野  隆之輔 -4 56"7 ／ 28
1993/7/30 第25回 関西学生女子自馬大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第3課目馬場馬術競技1993 本庶  仁子 298.5点 3'54" 29 33
1993/7/30 第28回 全関西学生馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 障碍飛越予選競技 舘野  隆之輔 -16 49"9 ／ 60
1993/12/19 京都府忘年月例馬術大会 京都産業大学 第3課目馬場馬術競技1993 若野  博嗣 310点 4'33" 13 15
1993/12/19 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 -9.5 78"4 ／ 16 Open 2人,1反抗1落下+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 若野  博嗣 -0 67"8 ／ 19 Open 1人
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