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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
1999/2/27 第38回 淀馬術競技大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 馬場馬術競技第2課目1993 加藤  真輝子 228点 5'23" 3 19 馬場ﾃﾞﾋﾞｭｰ,審査員2名
1999/5/5 第31回 関西学生女子自馬大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 女子馬場馬術競技A･第3課目1993 加藤  真輝子 346点 4'13" 8 11 Aﾌﾞﾛｯｸ
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 馬場馬術競技第3課目1993 加藤  真輝子 331点 4'11" 10 16
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 低障害飛越競技 加藤  真輝子 -7 76"74 ／ 14 障害ﾃﾞﾋﾞｭｰ,1反抗+Time
1999/7/7 第34回 関西学生馬場馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 馬場馬術競技第3課目1993 加藤  真輝子 370点 4'01" 7 34
1999/8/28 第24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課目馬場1993 加藤  真輝子 -107 4'04" 8 15
1999/8/29 第24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 加藤  真輝子 E －－－ － 15 100cm,3反抗
1999/10/3 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 馬場馬術競技第3課目1993 氏家  真紀子 334点 4'07" 11 13
1999/10/3 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 馬場馬術競技第2課目1993 滝澤  知弘 296点 5'30" 14 16
1999/10/11 第35回 関西学生馬術女子選手権大会 京都産業大学 予選･部班 壇浦  正子 97点 ＊＊＊ 1 4 神戸大学
1999/10/11 第35回 関西学生馬術女子選手権大会 京都産業大学 予選･部班 足木  容子 87点 ＊＊＊ 4 4 関西学院大学
1999/10/11 第35回 関西学生馬術女子選手権大会 京都産業大学 予選･部班 三宮  未央 92点 ＊＊＊ 3 4 京都産業大学
1999/10/11 第35回 関西学生馬術女子選手権大会 京都産業大学 予選･部班 北川  美和 94点 ＊＊＊ 2 4 京都産業大学
2000/2/26 第39回 淀馬術競技大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 馬場馬術競技第3課目1993 氏家  真紀子 319.5点 3'43" 22 28
2000/2/27 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 氏家  真紀子 (-12) (30"66 ／ 57 80cm,1段階目で3落下
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 馬場馬術競技第3課目1993 氏家  真紀子 339.5点 4'11" 7 19
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 氏家  真紀子 -0 61"34" 4 15
2000/3/18 第39回 国立七大学総合体育大会 京都大学 馬場馬術競技第3課目1993 布施  崇 312点 4'29" 2 3 東北大学
2000/3/18 第39回 国立七大学総合体育大会 京都大学 馬場馬術競技第3課目1993 川村  一徳 271点 4'33" 3 3 九州大学
2000/3/18 第39回 国立七大学総合体育大会 京都大学 馬場馬術競技第3課目1993 大谷  敬 368点 4'14" 1 3 東京大学
2000/4/28 第2回 みっきぃﾎｰｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ馬術競技会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ みっきぃｼﾞｬﾝﾌﾟ5 氏家  真紀子 -0 74"59 ／ 25 60cm
2000/4/30 第2回 みっきぃﾎｰｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ馬術競技会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ ｸﾞﾘｰﾝﾎｰｽｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ 氏家  真紀子 -4.5 91"58 ／ 42 80cm,1反抗+Time
2000/5/4 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 女子馬場馬術競技B･第2課目1993 杉本  真理子 283点 4'32" 6 13 Aﾌﾞﾛｯｸ
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 女子馬場馬術競技A･第3課目1993 氏家  真紀子 356点 4'11" 5 14 Aﾌﾞﾛｯｸ
2000/7/2 第23回 京都府民総合体育大会馬術競技 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 二段階障害飛越競技 氏家  真紀子 (-4) (50"76 ／ 16 80cm→90cm,1落下
2000/8/5 第35回 関西学生馬場馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 馬場馬術競技第3課目1993 氏家  真紀子 340点 3'55" 14 23
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 氏家  真紀子 -113 3'58" 11 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 氏家  真紀子 -16 86"29 10 22 100cm,1反抗1落下+Time,計-129,10/22
2000/10/1 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 馬場馬術競技第2課目1993 東保  しょう子 349点 4'27" 1 18
2000/10/9 第36回 関西学生馬術女子選手権大会 京都産業大学 予選･部班 黒田  智子 82点 ＊＊＊ 3 3 大阪府立大学
2000/10/9 第36回 関西学生馬術女子選手権大会 京都産業大学 予選･部班 小原  絹 90点 ＊＊＊ 2 3 同志社大学
2000/10/9 第36回 関西学生馬術女子選手権大会 京都産業大学 予選･部班 衣袋  亜矢子 91点 ＊＊＊ 1 3 立命館大学
2000/12/10 京都府忘年月例馬術大会 京都産業大学 低障害飛越競技 橋本  貴代美 -4.75 75"98 ／ 17 1反抗+Time
2001/1/19 岡大戦 京都大学 馬場馬術競技第3課目1993 田村  渉 347点 4'26" 1 2 岡山大学
2001/1/19 岡大戦 京都大学 馬場馬術競技第3課目1993 磯野  友美 319点 4'05" 2 2 京都大学
2001/1/20 岡大戦 京都大学 小障害飛越競技 石塚  聡 -0 62"98 1 2 岡山大学,90cm
2001/1/20 岡大戦 京都大学 小障害飛越競技 友野  裕充 -4 80"04 2 2 京都大学,90cm,1反抗
2001/2/24 第40回 淀馬術競技大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 馬場馬術競技第3課目1993 橋本  貴代美 272点 4'37" 12 13
2001/2/24 第40回 淀馬術競技大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 馬場馬術競技第2課目1993 滝澤  知弘 334点 4'50" 2 14
2001/2/25 第40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 橋本  貴代美 -6 77"20 ／ 25 1落下+Time
2001/3/6 第12回 関西学生馬術王座決定戦･決勝戦 大阪府立大学 中障害飛越競技Ｃ 南部  隆彦 -26 78"09 ＊ 2 京都大学,1反抗3落下+Time
2001/3/6 第12回 関西学生馬術王座決定戦･決勝戦 大阪府立大学 中障害飛越競技Ｃ 谷野  雅憲 -235 138"00 ＊ 2 関西学院大学,3反抗
2001/3/11 第5回 関西学生馬術ﾌﾟﾘﾝｾｽ大会･準々決勝戦･HOME 京都大学 障害飛越競技 橋本  貴代美 -181 122"00 ＊ 2 京都大学,経路違反
2001/3/11 第5回 関西学生馬術ﾌﾟﾘﾝｾｽ大会･準々決勝戦･HOME 京都大学 障害飛越競技 三好  祐美子 -19 75"32 ＊ 2 関西大学,1反抗+Time
2001/3/20 宮野部長、坪田技術顧問古希記念馬術大会 [第1回 京都産業大学馬術 京都産業大学 馬場馬術競技第3課目1993 橋本  貴代美 319点 3'50" 7 10
2001/3/20 宮野部長、坪田技術顧問古希記念馬術大会 [第1回 京都産業大学馬術 京都産業大学 部班競技Ｂ 橋本  貴代美 4679.25点 9'28" 1 3 Ap,Cw,Dl,Eaとで京大ﾁｰﾑ
2001/5/27 第33回 関西学生女子自馬大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 女子馬場馬術競技B･第2課目1993 溝口  順子 327点 5"12" 5 21
2001/5/28 第33回 関西学生女子自馬大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 女子馬場馬術競技A･第3課目1993 橋本  貴代美 357点 3'58" 14 21
2001/5/28 第33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 橋本  貴代美 -38 104"42 ／ 29 90cm,2反抗2落下+Time
2001/5/28 第32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 石井  章夫 E －－－ － 46 90cm,落馬
2001/5/28 第32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 西端  大輔 E －－－ － 46 90cm,3反抗
2001/7/20 第36回 関西学生馬場馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 第3課目馬場馬術競技1993 橋本  貴代美 310点 3'46" 18 19
2001/7/20 第36回 関西学生馬場馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 第3課目馬場馬術競技1993 溝口  順子 329点 4'31" 13 19
2001/9/24 第26回 関西学生女子複合馬術大会 大阪乗馬協会 馬場馬術競技･第3課目1993 橋本  貴代美 -113 3'44" 12 23
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2001/9/25 第26回 関西学生女子複合馬術大会 大阪乗馬協会 障害飛越競技 橋本  貴代美 E －－－ － 22 100cm,3反抗
2001/12/9 荒木雄豪技術顧問喜寿記念 第2回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 Aｸﾗｽ障害飛越競技 滝澤  知弘 -20 88"79 ／ 29 80cm,1反抗+Time
2001/12/9 京都府忘年月例馬術大会 京都産業大学 低障害飛越競技 佐藤  洋平 -4 66"74 ／ 17 1落下
2002/5/6 第34回 関西学生女子自馬大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 女子馬場馬術競技B･第2課目1993 真方 文絵 320点 5'28" 17 27
2002/5/7 第34回 関西学生女子自馬大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 女子馬場馬術競技A･第3課目1993 滝澤  知弘 382点 4'24" 9 29
2002/6/22 京都府月例馬術大会 高宮 RIDING PARK 馬場馬術競技第3課目1993 滝澤  知弘 257点 5'14" 15 17
2002/6/23 京都府月例馬術大会 高宮 RIDING PARK 低障害飛越競技 滝澤  知弘 E －－－ － 8 3反抗
2002/10/14 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ記念馬術大会 京都産業大学 馬場馬術競技第2課目1993 飯田 真理恵 267点 4'21" 18 24 Open 6人
2002/10/14 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ記念馬術大会 京都産業大学 馬場馬術競技第2課目1993 酒井 恵利子 334点 5'12" 3 24 Open 6人
2003/3/21 京都4大学新人戦 兼 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 馬場馬術競技第3課目1993 真方 文絵 241点 7'01" 23 23 新人戦(14/14)
2003/3/21 京都4大学新人戦 兼 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 馬場馬術競技第2課目1993 勢良 幸乃 309点 5'30" 8 15
2003/3/21 京都4大学新人戦 兼 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 馬場馬術競技第2課目1993 友野 鮎子 326点 5'19" 3 15
2003/5/24 第35回 関西学生女子自馬大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 女子馬場馬術競技B･第2課目1993 友野 鮎子 322点 5'33" 10 23
2003/5/25 第35回 関西学生女子自馬大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 女子馬場馬術競技A･第3課目1993 真方 文絵 369点 4'45" 6 25
2003/9/23 第39回 関西学生馬術女子選手権大会 大阪乗馬協会 予選･部班 加藤 千晴 150点 ＊＊＊ 2 3 関西国際大学
2003/9/23 第39回 関西学生馬術女子選手権大会 大阪乗馬協会 予選･部班 小原 摩耶 145点 ＊＊＊ 3 3 大阪府立大学
2003/9/23 第39回 関西学生馬術女子選手権大会 大阪乗馬協会 予選･部班 三上 志乃 160点 ＊＊＊ 1 3 同志社大学
2003/11/27 京都大学・筑波大学交流戦 京都大学 馬場馬術競技第2課目1993 中條 萌絵子 315点 5'11" 5 6 京都大学
2003/11/28 京都大学・筑波大学交流戦 京都大学 馬場馬術競技第2課目1993 林 詩音 329点 5'48" 3 4 筑波大学
2004/2/29 第42回 淀馬術競技大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 低障害飛越競技 真方 文絵 -0 82"13 5 26 60cm
2004/5/3 第36回 関西学生女子自馬大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 女子馬場馬術競技B･第2課目1993 瀧本 彩加 55.397% 5'27" 5 23 349点
2004/5/4 第36回 関西学生女子自馬大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 女子馬場馬術競技A･第3課目1993 真方 文絵 54.928% 4'16" 6 33 379点
2004/7/4 第27回 京都府民総合体育大会馬術競技 高宮 RIDING PARK 80cm障害飛越競技 真方 文絵 E －－－ － 11 Open 1人,3反抗
2004/9/4 第29回 関西学生女子複合馬術大会 大阪乗馬協会 女子複B・馬場馬術競技･第3課目2004S 真方 文絵 -61.1 4'40" 3 7 412点
2004/9/5 第29回 関西学生女子複合馬術大会 大阪乗馬協会 女子複B・障害飛越競技 真方 文絵 E －－－ － 7 80cm,3反抗
2005/2/26 第43回 淀馬術競技大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 馬場馬術競技第3課目2004L 瀧本 彩加 50.370% ＊＊＊ 17 26 408点
2005/2/27 第43回 淀馬術競技大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 低障害飛越競技 瀧本 彩加 -0 82"13 ／ 24 60cm
2005/5/4 第37回 関西学生女子自馬大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 女子馬場馬術競技Ａ･第3課目2004L 瀧本 彩加 53.704% ＊＊＊ 12 32 435点
2005/5/5 第37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 瀧本 彩加 E －－－ － 42 90cm,3反抗
2005/7/3 京都府月例馬術大会 京都産業大学 馬場馬術競技第3課目2004L 瀧本 彩加 51.728% ＊＊＊ 9 11 419点
2005/7/3 京都府月例馬術大会 京都産業大学 70cmﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟ競技 瀧本 彩加 -1 39"28 ／ 16 Time
2005/9/3 第30回 関西学生女子複合馬術大会 大阪乗馬協会 女子複B・馬場馬術競技･第3課目2004S 瀧本 彩加 -68.8 ＊＊＊ 6 13 406点,Open 1人
2005/9/4 第30回 関西学生女子複合馬術大会 大阪乗馬協会 女子複B・障害飛越競技 瀧本 彩加 E －－－ － 12 80cm,3反抗   失権11回目


