
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
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 吉川  学 247点 ＊＊＊ ＊ ＊ 馬場ﾃﾞﾋﾞｭｰ
1985/6/9 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 小障害飛越競技Ｃ 吉川  学 -3 ＊＊＊ ／ ＊ 1反抗,障害ﾃﾞﾋﾞｭｰ
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 新馬障碍飛越競技 吉川  学 -0 51"17 2 11 J.O.-0,33"70
1985/6/23 第20回 全関西学生馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ ｺﾝｿﾚｰｼｮﾝ障碍飛越競技 吉川  学 -0 57"00 2 24 100cm
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 第3級課目馬場馬術競技(一般) 吉川  学 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1985/7/14 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 小障害飛越競技Ａ 吉川  学 E －－－ － ＊ 3反抗
1986/12/6 第19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 乾  重人 -0 75"51 4 ＊ J.O.-0,38"23
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 松田  敏 -3 78"41 ／ 15
1987/6/19 第22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 松田  敏 -0 59"09 ／ 54
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 松田  敏 E －－－ － 23 3反抗,100cm
1988/7/30 第33回 びわ湖馬術競技大会 大津市大谷乗馬場 小障害飛越競技 松田  敏 -0 ＊＊＊ ／ ＊ J.O.1反抗
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(男子) 帯屋  博義 -9.75 122"6 6 7 2反抗
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(男子) 帯屋  博義 305点 ＊＊＊ 15 19
1988/12/5 第23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 帯屋  博義 E －－－ － 54 3反抗
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(男子) 帯屋  博義 302点 5'55" 17 26
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 帯屋  博義 -4 54"30 ／ 23
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 帯屋  博義 -0 51"4 9 31
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 帯屋  博義 -20.25 110"0 ／ 31 2反抗
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 障碍飛越予選競技 帯屋  博義 E －－－ － 64 3反抗   失権4回目
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 額賀  信尾 208点 4'57" 4 7
1992/3/20 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 久保  深雪 278点 5'04" 14 21 新人戦 13/18
1992/4/14 東大戦 京都大学 総合馬場馬術競技1975 木島  真 328点 ＊＊＊ － 2 東京大学
1992/4/14 東大戦 京都大学 総合馬場馬術競技1975 九十九  伸一 367点 ＊＊＊ － 2 京都大学
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) 久保  深雪 228点 6'29" 11 11
1993/2/25 岡大戦 京都大学 第2課目馬場馬術競技 宮崎  由佳 338点 4'38" 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 小川  仁 262点 4'12" 2 2 岡山大学
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