
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
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 新馬障碍飛越競技 岩里  琢治 E －－－ － 6 障害ﾃﾞﾋﾞｭｰ,3反抗
1987/5/31 京都府月例馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ｃ 黒田  哲也 -3.75 84"08 ／ 15 1反抗
1987/7/12 第10回 京都府民総合体育大会馬術競技 立命館大学 小障害飛越競技 黒田  哲也 -3 ＊＊＊ ＊ ＊ 1反抗
1987/11/23 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 久野  秀二 E －－－ － 13 第1段階で1反抗
1987/11/23 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Ａ 黒田  哲也 -0 +15"60 1 8 2段階
1987/12/7 第21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 山田  武 -0 45"27 8 31
1987/12/7 第21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 黒田  哲也 -0 34"12 6 42
1988/1/31 東大戦 京都大学 障害飛越競技 下平  靖雄 -0 84"20 1 2 東京大学,110cm
1988/1/31 東大戦 京都大学 障害飛越競技 胡麻崎  則男 -4 81"00 2 2 京都大学,110cm
1988/3/21 第22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 立岩  淳一 -19.75 139"25 ／ 58 1反抗
1988/3/21 第22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 黒田  哲也 -0 91"03 ／ 75
1988/4/17 京都国体第2次選考会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 小障害飛越競技Ａ 藤井  正 -9.75 100"72 ／ 31 1反抗
1988/4/17 京都国体第2次選考会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 中障害飛越競技Ｃ 黒田  哲也 -1.25 79"97 ／ 36
1988/5/4 第20回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 Ｌｸﾗｽ障害飛越競技(Ｓ＆Ｈ) 黒田  哲也 -51 186"60 ／ 54 2反抗(ﾊﾞﾝｹｯﾄ)
1988/5/5 第20回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 Ｌｸﾗｽ障害飛越競技(標準) 黒田  哲也 -4 68"09 ／ 57
1988/5/5 第20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(二段階) 川上  量生 E －－－ － 63 3反抗
1988/5/5 第20回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 高校･婦人障害飛越競技(二段階) 吉川  敏子 -0 ＊＊＊ ＊ ＊
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 小障害飛越競技Ｂ 奥田  一子 -10.5 103"5 3 9 2反抗
1988/6/4 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 中障害飛越競技Ｂ 黒田  哲也 E －－－ － 22 3反抗   失権4回目
1988/6/4 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 中障害飛越競技Ｃ 黒田  哲也 -24.25 139"9 ／ 23 2反抗,100cm
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 中障害飛越競技(一般) 黒田  哲也 -0 69"3 1 7 J.O.-0,38"1,110cm
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 障碍飛越予選競技 黒田  哲也 -5.25 77"7 ／ 57 1反抗
1988/6/18 第23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 黒田  哲也 -9 93"1 ／ 21 1反抗
1988/6/18 第23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Ｃ 黒田  哲也 297点 6'45" 11 12 計-158,総合馬場
1988/6/19 第20回 関西学生女子自馬大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 女子障碍飛越競技 稲吉  幸子 -0 55"9 ／ 34 J.O.-0,38"7
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 小障害飛越競技Ｂ(女子) 奥田  一子 -0.75 123"0 3 7
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