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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
1999/12/12 京都府忘年月例馬術大会 京都産業大学 馬場馬術競技第3課目1993 南部  隆彦 330点 4'32" 7 13 馬場ﾃﾞﾋﾞｭｰ
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 南部  隆彦 311.5点 4'38" 24 28
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 南部  隆彦 321.5点 4'23" 12 19 新人戦 6/9
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 南部  隆彦 -6 72"48 ／ 15 障害ﾃﾞﾋﾞｭｰ,1落下+Time
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 南波  直満 330点 4'29" 3 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 真野  祐介 346点 3'58" 2 3 東京大学
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 森田  崇之 355点 4'08" 1 3 北海道大学
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 南部  隆彦 -4 74"68 ／ 25 60cm,1落下
2000/6/4 京都府月例馬術大会 立命館大学 馬場馬術競技第3課目1993 南部  隆彦 333点 4'05" 1 4
2000/7/1 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 馬場馬術競技第3課目1993 南部  隆彦 334点 4'04" 9 11
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 南部  隆彦 -4.5 40"21 ／ 16 80cm→90cm,1反抗+Time
2000/10/9 第38回 関西学生馬術選手権大会 京都産業大学 予選･部班 倉岡  英司 89点 ＊＊＊ 1 4 京都産業大学
2000/10/9 第38回 関西学生馬術選手権大会 京都産業大学 予選･部班 中津川  洋平 76点 ＊＊＊ 3 4 京都大学
2000/10/9 第38回 関西学生馬術選手権大会 京都産業大学 予選･部班 新保  穂積 72点 ＊＊＊ 4 4 京都産業大学
2000/10/9 第38回 関西学生馬術選手権大会 京都産業大学 予選･部班 吉田  敏 86点 ＊＊＊ 2 4 京都産業大学
2001/1/20 岡大戦 京都大学 障害飛越競技 中村  暢宏 -0 70"84 2 2 京都大学,90cm
2001/1/20 岡大戦 京都大学 障害飛越競技 石塚  聡 -0 68"75 1 2 岡山大学,90cm
2001/2/25 第40回 淀馬術競技大会 京都競馬場乗馬ｾﾝﾀｰ ｼﾞｭﾆｱｶｯﾌﾟ競技 南部  隆彦 -7 86"72 ／ 23 90cm,Time
2001/3/6 第12回 関西学生馬術王座決定戦･予選IIﾌﾞﾛｯｸ 大阪府立大学 小障害飛越競技Ａ 南部  隆彦 -10 73"04 ＊ 2 京都大学,1反抗1落下+Time
2001/3/6 第12回 関西学生馬術王座決定戦･予選IIﾌﾞﾛｯｸ 大阪府立大学 小障害飛越競技Ａ 長谷川  正雄 -124 144"00 ＊ 2 神戸大学,落馬
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 杉本  真理子 -179 122"00 ＊ 2 京都大学,70cm,危険走行E
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 高田  理恵 -11 71"19 ＊ 2 関西大学,70cm,Time
2001/5/26 第36回 全関西学生馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 新馬障害飛越競技 南部  隆彦 -0 71"18 3 5 90cm,J.O. 47"98(無過失)
2001/5/26 第36回 全関西学生馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ Ｌｸﾗｽ障害飛越競技Ｂ 南部  隆彦 -0 70"70 ／ 61 100cm
2001/5/27 第36回 全関西学生馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ Ｌｸﾗｽ障害飛越競技Ａ 南部  隆彦 -20 100"52 ／ 36 110cm,1反抗2落下+Time
2001/5/27 第36回 全関西学生馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ Ｌｸﾗｽ複合馬術競技･ﾂｰｽﾀｰ1998 南部  隆彦 392点 6'33" ／ 13 減点計 100
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 宮  弘幸 -55 129"73 ／ 46 90cm,2反抗+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 川久保  愛太 -64 126"26 ／ 46 90cm,2反抗3落下+Time
2001/7/22 第36回 関西学生障害馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 標準中障害飛越競技･第一走行 南部  隆彦 -8 96"76 15 40 2落下
2001/7/22 第36回 関西学生障害馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 標準中障害飛越競技･第二走行 南部  隆彦 -28 98"13 14 35 7落下,14位/40人中
2001/10/31 第51回 全日本学生賞典障害飛越競技大会 馬事公苑 学生賞典障害飛越競技･第一走行 南部  隆彦 E －－－ － 94 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 部班競技Ａ 平野  太郎 2518.45点 ＊＊＊ 1 4 Ap,Cw,Ka,Stとで京大ﾁｰﾑ
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 部班競技Ｂ 平野  太郎 2404.45点 ＊＊＊ 2 2 Ap,Cw,Ka,Stとで京大ﾁｰﾑ
2002/4/27 第4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2 平野  太郎 -0 70"43 ／ 63 90cm
2002/5/5 第37回 全関西学生馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ Ｌｸﾗｽ障害飛越競技Ｂ 平野  太郎 -55 106"37 ／ 65 100cm,2反抗1落下+Time
2002/5/6 第37回 全関西学生馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ Ｌｸﾗｽ障害飛越競技Ａ 平野  太郎 -42 126"40 ／ 31 110cm,2反抗+Time
2002/5/6 第37回 全関西学生馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ Ｌｸﾗｽ複合馬術競技･ﾂｰｽﾀｰ1998 平野  太郎 382点 6'52" ／ 14 減点計137.6
2002/5/7 第33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 谷ノ内 勇樹 -4 74"71 ／ 53 90cm,1落下
2002/5/7 第33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 工藤 竜之進 -0 75"07 ／ 53 90cm,J.O.-0,44"97(団体3位)
2002/7/20 第37回 関西学生障害馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 標準中障害飛越競技･第一走行 平野  太郎 -500 －－－ － 40 3反抗
2002/7/21 第37回 関西学生障害馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 標準中障害飛越競技･第二走行 平野  太郎 -500 －－－ － 38 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 Ｌ級Ｂ障害飛越競技 川久保  愛太 E －－－ － 13 100cm,3反抗 
2002/12/1 第3回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 障害飛越競技 (80cm) 川久保  愛太 -4 52"69 ／ 35 1落下
2002/12/1 第3回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 障害飛越競技 (100cm) 川久保  愛太 E －－－ － 19 落馬
2003/3/1 第41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 川久保  愛太 (-4) (69"84) ／ 32 90cm,1段階目でTime
2003/3/2 第41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 中尾 元 -0 78"18 3 30 Time差1"82
2003/4/13 京都府月例馬術大会 高宮 RIDING PARK 総合馬場課目ﾂｰｽﾀｰ2002(A) 川久保  愛太 362点 6'52" 7 13
2003/4/13 京都府月例馬術大会 高宮 RIDING PARK Ｌ級Ｂ障害飛越競技 川久保  愛太 -0 81"88 ／ 16 100cm,J.O. 51"69(1落下)
2003/5/23 第38回 全関西学生馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ Ｌｸﾗｽ障害飛越競技Ｂ 川久保  愛太 -0 69"26 ／ 70 100cm
2003/5/24 第38回 全関西学生馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ Ｌｸﾗｽ障害飛越競技Ａ 川久保  愛太 -0 81"15 4 33 110cm,J.O. 85"48(2落下)
2003/5/24 第38回 全関西学生馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ Ｌｸﾗｽ複合馬術競技･ﾂｰｽﾀｰ2002(A) 川久保  愛太 415点 5'52" 1 10 減点計67
2003/5/25 第34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 太田 浩史 -9 88"26 ／ 48 90cm,1反抗+Time
2003/5/25 第34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 中尾 元 -6 79"17 ／ 48 90cm,1落下+Time
2003/6/22 京都府月例馬術大会 立命館大学 Ｌ級Ｂ障害飛越競技 川久保  愛太 -0 60"45 ／ 23 100cm
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2003/7/20 第38回 関西学生障害馬術大会 大阪乗馬協会 標準中障害飛越競技･第一走行 川久保  愛太 -500 －－－ － 43 3反抗
2003/7/21 第38回 関西学生障害馬術大会 大阪乗馬協会 標準中障害飛越競技･第二走行 川久保  愛太 -500 －－－ － 40 障害間45秒
2003/10/5 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3課目1993 勢良 幸乃 342点 4'18" 8 11
2003/10/5 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ記念馬術大会 京都産業大学 80cm障害飛越競技 工藤 竜之進 -0 64"80 ／ 33
2003/10/5 京都府ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ記念馬術大会 京都産業大学 Ｌ級Ｂ障害飛越競技 工藤 竜之進 E －－－ － 26 100cm,落馬
2003/12/14 第4回 京都産業大学馬術大会 京都産業大学 80cm障害飛越競技 工藤 竜之進 -0 57"27 ／ 33
2004/2/29 第42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 工藤 竜之進 -16 135"12 ／ 45 100cm,2反抗+Time
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 仁木 哲也 -3 70"30 ／ 26 60cm,Time(早着)
2004/3/4 岡大戦 京都大学 馬場馬術競技第3課目1993 松崎 圭亮 376点 4'38" 1 2 岡山大学
2004/3/4 岡大戦 京都大学 馬場馬術競技第3課目1993 友野 鮎子 325点 4'38" 2 2 京都大学
2004/3/21 京都4大学新人戦 兼 京都府月例馬術大会 立命館大学 Ｌ級Ｂ障害飛越競技 工藤 竜之進 -0 59"41 ／ 19 100cm,J.O.-0;45"21
2004/5/3 第39回 全関西学生馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ Ｌｸﾗｽ障害飛越競技Ｂ 工藤 竜之進 E －－－ － 76 100cm,3反抗
2004/5/4 第39回 全関西学生馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ Ｌｸﾗｽ障害飛越競技Ａ 工藤 竜之進 E －－－ － 37 110cm,3反抗
2004/5/5 第35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 仁木 哲也 -0 59"41 9 28 90cm,J.O. E(落馬)
2004/7/4 第27回 京都府民総合体育大会馬術競技 高宮 RIDING PARK Ｍ級Ｄ障害飛越競技 工藤 竜之進 E －－－ － 11 Open 1人,110cm,3反抗
2004/7/4 第27回 京都府民総合体育大会馬術競技 高宮 RIDING PARK Ｌ級Ｂ障害飛越競技 工藤 竜之進 E －－－ － 11 Open 1人,100cm,3反抗
2004/7/4 第27回 京都府民総合体育大会馬術競技 高宮 RIDING PARK Ｌ級Ｂ障害飛越競技 工藤 竜之進 -12 99"02 OP 11 Open 1人,100cm
2004/7/17 第39回 関西学生障害馬術大会 大阪乗馬協会 ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟ障害飛越 工藤 竜之進 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ 38 130cm,75秒自由走行(飛越4+反抗1)
2004/7/18 第39回 関西学生障害馬術大会 大阪乗馬協会 標準中障害飛越競技･第一走行 工藤 竜之進 -500 －－－ － 43 3反抗
2004/7/19 第39回 関西学生障害馬術大会 大阪乗馬協会 標準中障害飛越競技･第二走行 工藤 竜之進 -500 －－－ － 41 3反抗
2005/2/27 第43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Ｂ 本田 慎也 E －－－ － 33 100cm,3反抗
2005/2/27 第43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 本田 慎也 E －－－ － 25 90cm,3反抗
2005/5/3 第40回 全関西学生馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ Ｌｸﾗｽ障害飛越競技Ｂ 仁木 哲也 E －－－ － 70 100cm,3反抗
2005/5/4 第40回 全関西学生馬術大会 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ Ｌｸﾗｽ障害飛越競技Ａ 仁木 哲也 E －－－ － 35 110cm,3反抗
2005/5/5 第36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 大場 康史 E －－－ － 36 90cm,障害間45秒  失権21回目


