
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
1983/4/17 京都府月例馬術大会 京都産業大学 小障害飛越競技Ｂ 森  英郎 -0 61"46 ／ ＊ 障害ﾃﾞﾋﾞｭｰ
1983/5/5 第15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(標準) 森  英郎 -3 62"17 ／ 46 1反抗
1983/6/12 京都府月例馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ａ 薮本  栄三 -0 111"36 ／ 16
1983/6/12 京都府月例馬術大会 立命館大学 小障害飛越競技Ｃ 森  英郎 -0 88"62 ／ ＊
1983/6/24 第18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 森  英郎 -10.25 92"99 ／ 18
1983/7/23 第31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 薮本  栄三 -0 64"00 7 27 J.O.-0,30"30
1983/7/24 第31回 びわ湖馬術競技大会 大津市大谷乗馬場 婦人障害飛越競技 坂下  久美子 -0 78"86 7 12 J.O.-0,31"30
1983/9/15 京都府月例馬術大会 第2課目馬場馬術競技 東  倫生 313点 4'37" 7 21 馬場ﾃﾞﾋﾞｭｰ
1983/10/2 京都府自馬選手権大会 第2課目馬場馬術競技 東  倫生 292点 4'49" ＊ 25
1983/10/10 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ馬術大会 小障害飛越競技Ｂ 東  倫生 -3 ＊＊＊ ／ ＊ 1反抗
1983/10/10 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ馬術大会 中障害飛越競技Ｃ 薮本  栄三 E －－－ － ＊
1983/12/4 京都府忘年月例馬術大会 第2課目馬場馬術競技 東  倫生 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1983/12/4 京都府忘年月例馬術大会 小障害飛越競技Ｂ 東  倫生 -3 ＊＊＊ ／ ＊ 1反抗
1983/12/10 第13回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 第2課目馬場馬術競技 東  倫生 280点 ＊＊＊ 18 27
1983/12/11 第13回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 小障害飛越競技(男子) 東  倫生 -4 63"05 ／ 24
1984/4/15 京都府月例馬術大会 立命館大学 第2課目馬場馬術競技 東  倫生 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1984/5/3 第16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(標準) 東  倫生 -3 ＊＊＊ ／ 33 1反抗
1984/5/5 第16回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 第2課目馬場馬術競技 東  倫生 257点 5'17" 16 22
1984/5/5 第16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(標準) 東  倫生 -0 70"32 ／ 30
1984/9/1 第27回 関西学生総合馬術大会 奈良県浄化ｾﾝﾀｰ 調教審査 東  倫生 -137.2 5'57" 4 24
1984/9/2 第27回 関西学生総合馬術大会 奈良県浄化ｾﾝﾀｰ 耐久審査 東  倫生 -4.8 別記 1 24 A 4'28" D 4'12"
1984/9/3 第27回 関西学生総合馬術大会 奈良県浄化ｾﾝﾀｰ 余力審査 東  倫生 -5 82"69 1 15 計-146･29/30,1/24
1984/9/15 第15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 東  倫生 310点 ＊＊＊ 15 36 1落下
1984/9/15 第15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 東  倫生 -15 88"83 ／ 19 1反抗
1984/9/30 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 総合馬場馬術競技 東  倫生 ＊＊＊ ＊＊＊ 1 ＊
1984/9/30 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 東  倫生 -4 ＊＊＊ 4 ＊
1984/10/27 第27回 全日本学生 3-DAY EVENT 馬事公苑 調教審査 東  倫生 -194.7 ＊＊＊ ＊ ＊ A 8'50" D 10'39"
1984/10/28 第27回 全日本学生 3-DAY EVENT 馬事公苑 耐久審査 東  倫生 ＊＊＊ 別記 ＊ ＊ 9反抗1落馬,馬体検査E
1984/12/9 京都府自馬選手権大会 同志社大学 第3級課目馬場馬術競技 大須賀  信 240点 7'55" 13 17
1985/3/10 京都府新人馬術大会 京都産業大学 第3級課目馬場馬術競技 大須賀  信 343点 7'18" 7 29
1985/3/21 関西大学馬術部創立六十周年記念馬術大会 関西大学 小障害飛越競技 大須賀  信 -3 ＊＊＊ ／ ＊ 1反抗
1985/3/30 第16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 大須賀  信 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ 24
1985/3/30 第16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 大須賀  信 -4 ＊＊＊ ／ 20
1985/3/31 第16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 高須  司 -0 ＊＊＊ ／ 24 J.O.-1
1985/5/5 第17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) 大須賀  信 -0 63"18 5 31 J.O.-0,30"60
1985/5/6 第17回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 大須賀  信 421点 8'19" 15 19
1985/5/6 第17回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 Ｍｸﾗｽ障害飛越競技(標準) 石橋  洋二郎 -11.75 99"89 ／ 23
1985/6/14 第12回 近畿馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 内国産馬Ｓ＆Ｈ 石橋  洋二郎 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1985/6/15 第12回 近畿馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 標準内国産馬障害飛越競技 石橋  洋二郎 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
1985/6/16 第12回 近畿馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 一般障害飛越競技 大須賀  信 -0 ＊＊＊ 5 ＊
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 学生賞典馬場馬術競技 大須賀  信 470点 8'28" 15 27
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 障碍飛越予選競技 大須賀  信 -8 60"88 ／ 62
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 中障碍飛越競技Ｂ 大須賀  信 E ＊＊＊ ／ 24 3反抗
1985/6/24 第17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 豊田  陽子 -3 59"81 ／ 35 1反抗
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 総合馬場馬術競技 大須賀  信 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊
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 中障害飛越競技Ｃ 大須賀  信 -7 ＊＊＊ ／ ＊ 1反抗
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 中障害飛越競技Ａ 石橋  洋二郎 E －－－ － ＊ 3反抗
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Ｃ 豊田  陽子 -0 ＊＊＊ 2 ＊
1985/7/28 京都府月例馬術大会 同志社大学 中障害飛越競技Ａ 大須賀  信 ＊＊＊ ＊＊＊ 2 ＊
1985/8/9 第20回 関西学生馬場馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 学生賞典馬場馬術競技 大須賀  信 494点 8'14" 27 30
1985/8/10 第20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 大須賀  信 E －－－ － 37 3反抗
1985/8/11 第20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･第二走行 大須賀  信 E －－－ － 32 3反抗
1985/8/31 第28回 関西学生総合馬術大会 杉谷馬事公苑 調教審査･学生3-DAY EVENT馬場 大須賀  信 -201.7 5'53" 2 22

サボダルジャン号(No.170)  試合成績　ｻﾗ・ｾﾝ・栗　1976. 4. 6誕生／1981. 9.24入厩／1989.11. 4死亡
[関西学生馬術連盟功労馬(1989年度)]



1985/9/1 第28回 関西学生総合馬術大会 杉谷馬事公苑 耐久審査 大須賀  信 E －－－ － 22 3反抗
1985/9/23 第17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) 岩里  琢治 315点 ＊＊＊ ＊ 40
1985/9/23 第17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 石橋  洋二郎 E －－－ － ＊ 障害間1分
1986/4/13 京都府月例馬術大会 京都産業大学 小障害飛越競技Ｃ 岩里  琢治 -4 66"22 ／ 29
1986/4/13 京都府月例馬術大会 京都産業大学 小障害飛越競技Ａ 岩里  琢治 E －－－ － 25 3反抗
1986/5/3 第18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(標準) 岩里  琢治 -14.25 98"22 ／ 33 2反抗
1986/5/5 第18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(標準) 岩里  琢治 ＊＊＊ ＊＊＊ ／ ＊
1986/5/25 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 中障害飛越競技 岩里  琢治 -16.5 139"69 ／ 25 2反抗,100cm
1986/5/25 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 大障害飛越競技 岩里  琢治 E －－－ － 14 3反抗,120cm
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 障碍飛越予選競技 岩里  琢治 -7 68"43 ／ 56 1反抗
1986/6/14 第21回 全関西学生馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 中障碍飛越競技Ｃ 岩里  琢治 E －－－ － 18 障害間1分
1986/7/19 第34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 岩里  琢治 -7 74"39 ／ 35 1反抗,100cm
1986/7/20 第34回 びわ湖馬術競技大会 大津市大谷乗馬場 低障害飛越競技 岩里  琢治 -0 56"22 ／ 33 80cm
1986/9/6 第29回 関西学生総合馬術大会 杉谷馬事公苑 調教審査･学生3-DAY EVENT馬場 岩里  琢治 -241.7 5'47" ＊ 11
1986/9/6 第29回 関西学生総合馬術大会 杉谷馬事公苑 耐久審査 岩里  琢治 E －－－ － 11 3反抗
1986/10/10 京都府自馬選手権大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ 中障害飛越競技 岩里  琢治 -0 80"46 ／ 23 OPEN,90cm
1986/12/7 第19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 胡麻崎  則男 264点 7'18" 21 27
1987/4/19 京都府月例馬術大会 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 松村  潤一 487点 ＊＊＊ 5 7
1987/4/19 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 松村  潤一 E －－－ － ＊ 3反抗
1987/4/19 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 薮本  栄三 ＊＊＊ ＊＊＊ ／ ＊ 2反抗
1987/5/5 第19回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 松村  潤一 454点 8'06" 9 13
1987/5/31 京都府月例馬術大会 立命館大学 ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 松村  潤一 476点 7'35" 6 9
1987/7/11 第10回 京都府民総合体育大会馬術競技 立命館大学 ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 松村  潤一 474点 8'19" ＊ ＊
1987/7/24 第22回 関西学生馬場馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 学生賞典馬場馬術競技 胡麻崎  則男 571点 7'12" 12 17 団体2位
1987/11/23 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ馬術大会 1京都産業大学 第3級課目馬場馬術競技(男子) 帯屋  博義 298点 7'27" 4 7
1987/11/23 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ馬術大会 2京都産業大学 総合馬場馬術競技 胡麻崎  則男 307点 6'32" 7 7
1988/5/5 第20回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 山田  武 488点 8'56" 10 13
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 ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 山田  武 498点 9'20" 11 11
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 ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 山田  武 458点 9'14" 7 10
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 学生賞典馬場馬術競技 山田  武 546点 8'41" 14 23
1988/8/5 第23回 関西学生馬場馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 山田  武 598点 9'06" 14 21 団体3位
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 ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 山田  武 493点 8'28" 7 10
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 低障害飛越競技 山田  武 -4.5 121"4 1 8 1反抗
1988/12/4 第23回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 山田  武 540点 ＊＊＊ 8 17
1989/2/25 岡大戦 京都大学 第3級課目馬場馬術競技 武井  陽子 316点 7'09" 2 2 ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ清心女子大
1989/2/25 岡大戦 京都大学 第3級課目馬場馬術競技 石倉  幹子 334点 7'15" 1 2 京都大学
1989/3/20 第24回 淀馬術大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 山田  武 503点 9'00" 10 21
1989/3/20 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Ａ 山田  武 -7 84"2 ／ 46 1反抗
1989/4/16 京都府月例馬術大会 立命館大学 ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 山田  武 571点 8'05" 7 14
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 山田  武 -0 52"45 1 23
1989/5/28 京都府月例馬術大会 京都産業大学 ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 山田  武 574点 8'00" 7 16
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 山田  武 -5.5 60"2 ／ 31 1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 学生賞典馬場馬術競技 山田  武 664点 8'24" 12 25
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 山田  武 E －－－ － 64 3反抗
1989/6/25 第24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 山田  武 -7 74"0 6 14 1反抗,100cm
1989/7/8 第12回 京都府民総合体育大会馬術競技 京都乗馬ｸﾗﾌﾞ ｼﾞｭﾆｱ団体馬場馬術競技 山田  武 563点 7'40" 5 13
1989/7/9 第12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 山田  武 -0 68"7 1 18 J.O.-0,45"4,80cm
1989/7/9 第12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 山田  武 -0 62"2 2 18 J.O.-8,46"0,100cm
1989/7/28 第24回 関西学生馬場馬術大会 阪神競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ 学生賞典馬場馬術競技 山田  武 672点 7'27" 10 27 団体2位
1989/8/26 第24回 関西学生総合馬術大会 杉谷馬事公苑 調教審査･学生3-DAY EVENT馬場 山田  武 -180.7 5'49" 4 14
1989/8/26 第32回 関西学生総合馬術大会 杉谷馬事公苑 耐久審査 山田  武 -20 別記 6 13 1反抗,A ＊ D 3'56"3
1989/8/27 第32回 関西学生総合馬術大会 杉谷馬事公苑 余力審査 山田  武 -73 80"9 5 12 計-273.67,5/14,団体1位
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(男子) 山田  武 369点 5'28" ／ 7 OPEN     1反抗10落下
1989/11/3 第32回 全日本学生 3-DAY EVENT 馬事公苑 調教審査･学生3-DAY EVENT馬場 山田  武 -181.6 6'13" 21 67
1989/11/4 第32回 全日本学生 3-DAY EVENT 馬事公苑 耐久審査 山田  武 E －－－ － 63 No.5 3反抗   失権15回目


