
開催年月日 少　年 成年1部 成年2部
開催県・開催市町村

開催場所
平成3年(1991年)　8月24～25日 瀬理町 芳隆 坂口 泰彦 大谷 高司 山田 由子 竹内 俊寛 大久保 直子 萩原 克庸 1 1 1

 カーバン  アジュダント  タニノクラテ  ヴォランテ  プールパーティ  タニノクラテ  フェザーフレーム
　大阪府・和泉市 井上 正樹 梶原　　潤 坂口 泰彦 山脇 昭人 錦　　成和 辻　　智子 牧浦 充徳
　杉谷馬事公苑  サギタリウス  グレナディール  アジュダント  カーバン  グレナディール  ヴォランテ  インターフェイス 2 2 2
　 杉谷 幾里 本田 正博 梶原　　潤 尾川 政輝 丸山 知夫 岡村 敦子 大西 通弘

 ヴォランテ  ワシントン  セカンドチャンス  サギタリウス  マラカイボ6  カーバン  ルビースター
平成4年(1992年)　8月22～23日 瀬理町 芳隆 梅本 新一 岩谷 一裕 新井 久子 中村　　智 東良 佳奈芽 田辺 勇気 1 1 1

ザトキン  アジシバオー  アバトーン ザトキン  ニホンピロプリンス  ミラクルショット  ルビースター
　京都府・京北町 井上 正樹 上塩入　　功 岩谷 一裕 北川 力志 中沢 清江 大浦 一平 楢崎 美穂
　高宮ライディングパーク  サギタリウス  カイト  ベルモント・ギャッツビー  サギタリウス  セントダイヤモンド  ウィニング・ラン  ラスケット 2 2 2
　 長谷川 雄二 橘　　真次 橘　　真次 宮川 一彦 竹内 和慶 野口 住槻 大西 通弘

 ラングサーディ・ザ・レッキス  ルビースター  ルビースター  ラングサーディ・ザ・レッキス  カイト  ラングサーディ・ザ・レッキス  タリスマンI世
平成5年(1993年)　8月7～8日 内田 公子 三木 基司 岩谷 一裕 水谷　　賢 竹中 良富 東良 佳奈芽 杉谷 泰造 1 1 1

 ゾリエンダ  ブルーリボリューション  ミネソタ  エフェクト  スパイク  ミラクルショット  オレンジカウンディ
　兵庫県・宝塚市 瀬理町 芳隆 橘　　真次 西海 宏修 西浦 寿子 中野 由明 佐々木 良樹 仲内 おりえ
　JRA阪神競馬場乗馬センター  カーバン  ルビースター  ノムラムサシ  ゾリエンダ  カイト  タニノクラテ  カイト 2 2 2
　 小柳 博彦 西海 宏修 中村　　勇 井出 佳子 井出 佳子 野口 佳槻 山本 一喜

 エフェクト  ノムラムサシ  アシントン  アーサー  マールダムール  ゾリエンダ  クロスファイヤー
平成6年(1994年)　8月20～21日 内田 雄一 山口 千恵子 岩谷 一裕 小泉 敦子 坂口 泰彦 上田 耕太郎 杉谷 泰造 1 1 1

 花水木  カイト  ウォンティッド  ロードボーイ  クロスファイヤー  エフェクト  スパーキー
　大阪府・和泉市 内田 公子 三木 基司 三木 基司 武田 麻里 平山 美穂 仲内 おりえ 宮崎 祥平
　杉谷馬事公苑  ティナ  ブルーリボリューション  ブルーリボリューション  ティナ  ハーキュリーズ  グッディン  マニアジョリー 2 2 2
　 阪本 真智子 山本 一喜 原　　伸二 酒井 美希 中尾 香名美 南　　敦子 田辺 勇気

 ジョーズ  クロスファイヤー  マニアジョリー  エフェクト  スパーキー  ティナ  ルビースター
平成7年(1995年)　8月26～27日 山﨑 由紀子 杉谷 泰造 山口 千恵子 阪本 真智子 奥村 四郎 原　　恭子 宮崎 祥平 1 1 1

 ジュヴァリエット  ドミニチ  ミネソタ  ジュヴァリエット  カイト  カーバン  マニアジョリー
　滋賀県・栗東市 瀬理町 芳隆 竹内 和慶 千脇 敏雄 竹之下 満義 東良 佳奈芽 青木 健太郎 日野 弘志
　JRA栗東トレーニングセンター乗馬苑  バルバドス  カスターニャ  リトルブルー  リワードキング  ビューラー  エフェクト  ミカミ 2 2 2
　 小柳 博彦 山口 千恵子 大谷 高司 小泉　　豊 木積 智子 南　　敦子 吉田 千沙

 エフェクト  クールブリーズ  タニノクラテ  ロードボーイ  ドミニチ  ズィリウス  リトルブルー

開催年月日 少　年 成　年
開催県・開催市町村

開催場所
平成8年(1996年)　8月24～25日 瀬理町 芳隆 杉谷 泰造 加藤 大助 小泉 敦子 山口 千恵子 原　　恭子 宮崎 祥平 1 1

 バルバドス  ハリケーン  ジプシージョー  ロードボーイ  フェガンズベイ  バルバドス  ハリケーン
　大阪府・和泉市 小柳 博彦 岩谷 一裕 杉谷 泰造 三木 真由美 安永 百子 島　　孝之 尾崎 康弘
　杉谷馬事公苑  エフェクト  フェガンズベイ  ハリケーン  バスカル  ミカミ  バスカル  カスターニャ 2 2
　 竹野 豪人 平尾　　賢 岩谷 一裕 加藤 智子 中尾 香名美 矢野 晴香 橘木 大地

 バスカル  スパーキー  ゴールデンサミー  頼武  スパーキー  パンナム  イシキリドミニチ
平成9年(1997年)　8月23～24日 瀬理町 芳隆 中野 善弘 岩谷 一裕 桜井 尚子 岡村 敦子 池添　　学 楠木 貴成 1 1

 カーバン  エイプリル  セジャーヌ  ダイクィリィ  ポリスマン  タウシャー  カスターニャ
　奈良県・天理市 小柳 博彦 田所 勝巳 加藤 大助 小泉 敦子 山口 千恵子 矢野 晴香 高田　　潤
　乗馬クラブクレインオリンピックパーク  エフェクト  ソアリンググリープ  ジプシージョー  バルバドス  カスターニャ  エフェクト  エイプリル 2 2
　 大原　　淳 加藤 大助 小宅 俊継 森山 亜矢 森山 亜矢 田中 基雄 渡辺 裕二

(大阪国体の年で大阪府不参加)  ヴィンチシュトレ  ジプシージョー  スプリングエース  タウシャー  ソアリンググリープ  ヴィンチシュトレ  タグティカ
平成10年(1998年)　8月22～23日 小柳 博彦 加藤 大助 加藤 大助 桜井 尚子 山口 千恵子 田中 亮介 高田　　潤 1 1

 エフェクト  エイプリル  クールドリヨン  グラーフルンガウ  レイオンディオン  ミネソタ  エイプリル
　京都府・京北町 内田 雄一 中野 善弘 原　　伸二 小泉 敦子 矢野 晴香 池添　　学 岩井 弥旺
　高宮ライディングパーク  オリンピックコラード  アステカ  グレイスケリー  アプサラ  グラチュラント  タウシャー  ビューラー 2 2

瀬理町 芳隆 平尾　　賢 横田 泰宏 西浦 寿子 浅野 道子 田中 基雄 北野 有佳里
 バルバドス  スパーキーI  ミネソタ  オリンピックコラード  樹璃杏  フルッフィ・ルフレ  スパーキーI
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開催年月日 少　年
開催県・開催市町村

開催場所
平成11年(1999年)　8月21～22日 瀬理町 芳隆 大谷 直生 谷口 真一 桜井 尚子 岩井 弥旺 高木 由美 藤野 陽平 1

 アルバロ  フィン  リトルマニンガ  トトロ  ビューラー  バルバドス  グレイスケリー
　兵庫県・三木市 山下 敦夫 杉谷 泰造 大谷 直生 高木 由美 下山 あずさ 藤森 浩和 大澤 克哉
　三木ホースランドパーク  エリオットII  グレイスケリー  インディアンサマーII  バルバドス  ジョニーロケット  タウシャー  ブレーブリーアロー 2

大原　　淳 平尾　　賢 杉谷 泰造 稲田 朝代 山口 千恵子 北野 敬子 浅見 恵一
 カーバン  スパーキーI  ラスティー  タウシャー  フィン  カーバン  シヴィータ

平成12年(2000年)　8月19～20日 瀬理町 芳隆 杉谷 泰造 杉谷 泰造 山下 佳代 岩井 弥旺 斉藤 千晶 藤野 陽平 1
 バルバドス  ラウザー  グレイスケリー  フルグロ  ビューラー  グラーフルンガウ  グレイスケリー

　大阪府・和泉市 相馬 小次郎 平尾　　賢 瀬口 勝久 桜井 尚子 安永 百子 亀田 紘卓 森田 和文
　杉谷馬事公苑  シンボリモントレー  スパーキーI  エイミール  トトロ  セントサンライズ  バルバドス  バカラ 2

山下 敦夫 谷口 真一 平尾　　賢 高木 由美 肥塚 美紀 森田 浩子 米谷 宏介
 エリオットII  グルーヴィー  スパーキーI  バルバドス  カスターニャ  エリオットII  タイムレス

平成13年(2001年)　8月25～26日 瀬理町 芳隆 瀬口 勝久 谷口 真一 桜井 尚子 岩井 弥旺 亀田 紘卓 亀田 紘卓 1
 カーバン  エイミール  フェノメノン  モンシェリ  ブルナイ  カーバン  カスターニャ

　奈良県・天理市 山下 敦夫 三木 基司 杉谷 泰造 稲田 朝代 山口 千恵子 斉藤 千晶 本田 恵士
　乗馬クラブクレインオリンピックパーク  エリオットII  ビアンカ  グレイスケリー  タウシャー  シナジー  エイプリルシャワー  シナジー 2

大原　　淳 中野 善弘 大谷 直生 北野 敬子 小寺 佐知子 竹之下　　翔 藤野 陽平
 エーヴィッヒグェ  エイプリル  インディアンサマーII  カーバン  スパーキーI  タウシャー  グレイスケリー

平成14年(2002年)　8月24～25日 山下 敦夫 藤谷 喜晴 山田 光晴 杉谷 幾里 岩井 弥旺 野島　　梓 平原 枝里香 1
 エリオットII  ジャストポケット  リトルマニンガ  マエストロ  ブルナイ  ハンターVII  ジャスコテティ

　滋賀県・甲賀市 瀬理町 芳隆 山田 光晴 谷口 真一 北野 敬子 山口 千恵子 佐渡 一毅 本田 恵士
　水口乗馬クラブ  インテレット  サザンイーグル  フェノメノン  インテレット  ブッシュドノエル  ヴェルダンディ  パラチナJr 2

斉藤 興治 中野 善弘 平尾　　賢 斉藤 千晶 稲田 朝代 北島 隆三 森田 佑梨子
 ハンターVII  エイプリル  アーティスト  ハンターVII  タグティカ  インテレット  エレガント

平成15年(2003年)　8月23～24日 露﨑 康弘 杉谷 泰造 藤野 陽平 杉谷 幾里 瀬口 邦子 平原 枝里香 平原 枝里香 1
 インテレット  ドリームオン  グレイスケリー  マエストロ  エイミール  ララルー  ジャスコテティ

　大阪府・和泉市 山下 敦夫 瀬口 勝久 瀬口 勝久 斉藤 千晶 安永 百子 山下 修慶 森田 佑梨子
　杉谷馬事公苑  エリオットII  ルクレチア  エイミール  ハンターVII  タグティカ  フルグロ  エレガント 2

宮本 佳英 中野 善弘 谷口 真一 小島 亜矢 岡村 恵美子 野島　　梓 岩田 宗峻
 エバーグリーン  エイプリル  フェノメノン  インテレット  パラチナJr  ハンターVII  グレイスケリー

平成16年(2004年)　7月31日～8月1日 露﨑 康弘 岡村　　実 谷口 真一 小泉 敦子 岩井 弥旺 竹田 夢子 矢野 翔一 1
 インテレット  パラチナJr  フェノメノン  マーフィー  ブルナイ  マーフィー  エンチャンテッド

　京都府・京北町 稗田 龍馬 藤野 陽平 藤野 陽平 小島 亜矢 大谷 香名美 山下 修慶 森田 佑梨子
　高宮ライディングパーク  レオン  グレイスケリー  グレイスケリー  インテレット  カスターニャ  ココニーノ  エレガント 2

山下 敦夫 三木 基司 杉谷 泰造 杉谷 幾里 岡村 恵美子 井上 陽介 笠原 太朗
 ココニーノ  ボン・ガルソン  エレガント  マエストロ  パラチナJr  インテレット  ペディアトリックス

平成17年(2005年)　8月20～21日 遠藤　　篤 岡村　　実 谷口 真一 斉藤 千晶 千古 七瀬 松田 有加 柴原 将平 1
 ストロングサン  パラチナJr  フェノメノン  ハンターVII  ボン・ガルソン  ハンターVII  ファンドリリョウマ

　兵庫県・三木市 小川 博之 桝井 俊樹 杉谷 泰造 杉谷 幾里 武田 麗子 大川 尚樹 矢野 翔一
　三木ホースランドパーク  ウィッツ  ジー・エール  レオンカバロ  ストロングサン  Nジョイントベンチャー  インテレット  ナイチンゲール 2

露﨑 康弘 高田　　潤 岡村　　実 坪内 瑞恵 安田 佳那子 柴田 康地 花村 辰徳
 インテレット  シナジー インディアンサマーII  ウィッツ  シナジー  エバーグリーン  レオンカバロ

平成18年(2006年)　7月8～9日 露﨑 康弘 陶器 修一 杉谷 泰造 杉谷 幾里 安田 佳那子 花村 辰徳 西尾　　梓 1
 インテレット  ダーレーアラビアン  エレガント  ミステリアスダンサー  シナジー  ダンシングアリーナ  セレス

　大阪府・和泉市 遠藤　　篤 杉谷 泰造 谷口 真一 小島 亜矢 中村 友香 清山 康成 花村 辰徳
　杉谷馬事公苑  ダンシングアリーナ  Nジョイントベンチャー  フェノメノン  インテレット  フェノメノン  スウィートドリーム  サンマルティーノ 2

小川 博之 高田　　潤 根岸　　淳 黒野 佐知子 大谷 香名美 西脇 友彦 岩館 正彦
(兵庫国体の年で兵庫県不参加)  ホワイトフット  シナジー  フーリガン  スウィートドリーム  パラチナJr  インテレット  ラタミールトーマ

平成19年(2007年)　7月7～8日 露﨑 康弘 杉谷 泰造 杉谷 泰造 杉谷 幾里 千古 七瀬 西脇 友彦 平井 亜依 1
 インテレット  Nジョイントベンチャー  レオンカバロ  ミステリアスダンサー  ルーカス  インテレット  スパロウ

　奈良県・天理市 遠藤　　篤 竹内 彰秀 遠藤　　篤 斉藤 千晶 平原 枝里香 三木 翔一郎 平芳 悠人
　乗馬クラブクレインオリンピックパーク  ダンシングアリーナ  ボイスオブアース  サンマルティーノ  ブラティーノ  ジャスコテティ  ブラティーノ  ペディアトリックス 2

宮本 佳英 藤谷 喜晴 松永　　大 稲田 朝代 安田 佳那子 阿部 遊季 新東 遊行
 スウィートドリーム  ラベンズウッド  ロジック  スウィートドリーム  シナジー  ダンシングアリーナ  樹璃杏
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開催年月日 少　年
開催県・開催市町村

開催場所
平成20年(2008年)　7月5～6日 露﨑 康弘 杉谷 泰造 遠藤　　篤 斉藤 千晶 武田 麗子 下谷田　　駿 平井 亜依 1

 インテレット  Nジョイントベンチャー  ローデス  ブラティーノ  Nジョイントベンチャー  スウィートドリーム  スパロウ
　滋賀県・甲賀市 遠藤　　篤 陶器 修一 森　　裕吾 小島 亜矢 森田 佑梨子 西脇 友彦 中川 かほり
　水口乗馬クラブ  ダンシングアリーナ  ローデス  グッケンハイム  インテレット  エレガント  インテレット  スタークソックス 2

鷹取 央幸 高田　　潤 谷口 真一 稲田 朝代 大谷 香名美 森田 愛梨 下谷田　　駿
 スウィートドリーム  シナジー  リカート  スウィートドリーム  ブレンダ  ハンタージーベント  フェレーロ

平成21年(2009年)　7月4～5日 遠藤　　篤 杉谷 泰造 遠藤　　篤 杉谷 幾里 平井 亜依 辻脇 志織 北野　　愛 1
 ダンシングアリーナ  Nジョイントベンチャー  ローデス  ミステリアスダンサー  スパロウ  ダンシングアリーナ  ペディアトリックス

　大阪府・和泉市 露﨑 康弘 谷口 真一 伯耆 秀典 稲田 朝代 安田 佳那子 大内 悠紀 萬浪 志甫
　杉谷馬事公苑  インテレット  スペキュレイション  アイランドキング  スウィートドリーム  シナジー  スウィートドリーム  マジョラムII 2

斎藤 興治 奥野 竜三 杉谷 泰造 斉藤 千晶 麻植 望倫子 森田 愛梨 中川 かほり
 ペパーミント  オベリックス  カサノヴァZ  ペパーミント  キングエンブレム  ペパーミント  スタークソックス

平成22年(2010年)　7月3～4日 露﨑 康弘 杉谷 泰造 遠藤　　篤 杉谷 幾里 武田 麗子 辻脇 志織 結城 夕貴 1
 インテレット  Nジョイントベンチャー  ローデス  ミステリアスダンサー  Nジョイントベンチャー  デルフィノ  ダイヤモンドパール

　京都府・京都市 遠藤　　篤 山口 敬介 杉谷 泰造 斉藤 千晶 麻植 望倫子 谷口 しおり 谷口 しおり
　高宮ライディングパーク  デルフィノ  フェレーロ  カサノヴァZ  ブラティーノ  キングエンブレム  スウィートドリーム  ギフト 2

谷口　　泱 谷口 真一 松永　　大 稲田 朝代 中村 友香 森田 愛梨 中尾 多聞
 ヴァルゴ  スペキュレイション  ロジック  スウィートドリーム  ギフト  ブラティーノ  ペディアトリックス

平成23年(2011年)　7月2～3日 露﨑 康弘 谷口 真一 田中 利幸 斉藤 千晶 谷口 しおり 伊東 瑶子 結城 夕貴 1
 インテレット  スペキュレイション  マーキードプレスコ  ブラティーノ  ギフト  ブラティーノ  フェレーロ

　兵庫県・三木市 斎藤 興治 杉谷 泰造 斎藤 興治 中村 公子 平原 枝里香 大内 研也 高見　　翼
　三木ホースランドパーク  ブラティーノ  チャネル  ルガリ  メープルII  ラスィング  スウィートドリーム  ファンドリリョウマ 2

遠藤　　篤 岡村　　実 杉谷 泰造 小島 亜矢 岡村 恵美子 大野 順也 中川 かほり
 デルフィノ  スパイカー  モンティーサン  インテレット  スパイカー  デルフィノ  スタークソックス

平成24年(2012年)　7月7～8日 遠藤　　篤 岡村　　実 杉谷 泰造 中村 公子 中川 かほり 大内 研也 垂脇 昴祐 1
 デルフィノ  スパイカー  アルマーニ  ケルス ヴリンデルック   スタークソックス  スウィートドリーム  ライジングサン

　大阪府・和泉市 露﨑 康弘 谷口 真一 岩谷 一裕 杉谷 幾里 中谷 彩夏 吉川 京太 縄田 雄飛
　杉谷馬事公苑  ドミナス  スペキュレイション  アンルーリー  ジャズシンガー  カバレロZ  ドミナス  クインターナ 2

増元 拓巳 杉谷 泰造 遠藤　　篤 斉藤 千晶 平井 亜依 大野 順也 福留 健志
 ラスィング  アルマーニ  サニー  ペパーミント  ライジングサン  デルフィノ  フェレーロ

平成25年(2013年)　7月6～7日 増元 拓巳 谷口 真一 杉谷 泰造 中村 公子 岡村 恵美子 大野 順也 木本　　雛 1
 リフレクションI  スペキュレイション  アルマーニ  パシフィックB  スパイカー  デルフィノ  エストレジャ

　奈良県・天理市 露﨑 康弘 新東 遊行 本田 正博 稲田 朝代 結城 夕貴 大内 研也 小牧 加矢太
　乗馬クラブクレインオリンピックパーク  ドミナス  コナー  ジペット・ディ・グラル  ロッシーニ  トララ  ロッシーニ  オレニツイテコイ 2

遠藤　　篤 平尾　　賢 谷口 真一 杉谷 幾里 大谷 香名美 新関 加奈 縄田 雄飛
 デルフィノ  ファイネストI  コーネット  ジャズシンガー  クラッシックオーマン  ドミナス  ウォーダン

平成26年(2014年)　7月5～6日 増元 拓巳 杉谷 泰造 杉谷 泰造 杉谷 幾里 中谷 彩夏 大野 順也 小牧 加矢太 1
 リフレクションI  アルマーニ  アルマーニ  ドゥプロ  バーデン・バーデン  デルフィノ  オレニツイテコイ

　滋賀県・甲賀市 露﨑 康弘 横田 裕哉 谷口 真一 中村 公子 泉　　早也圭 新関 加奈 木本　　雛
　水口乗馬クラブ  ドミナス  キープユアタッチ  コーネット  カプチーノA  チアーズ  ドミナス  エストレジャ 2

稗田 龍馬 新東 遊行 北島 隆三 稲田 朝代 中川 かほり 松水 優斗 大野 順也
 ティーダ  コナー  デラーゴ  ロッシーニ  スタークソックス  ロッシーニ  モンティーサン

平成27年(2015年)　7月4～5日 稗田 龍馬 田中 和真 杉谷 泰造 中村 公子 谷口 しおり 名倉 賢人 藤原 彩香 1
 アルデバラン  パレット  アルマーニ  メープルII  クラシックオーマン  ロッシーニ  スタークソックス

　大阪府・和泉市 川西 勝三 新東 遊行 谷口 真一 稲田 朝代 松波 智香 滝澤 和希 垂脇 昂祐
　杉谷馬事公苑  デルフィノ  コナー  コーネット  ロッシーニ  オレニツイテコイ  ファンタベジャール  パレット 2

鷹取 央幸 杉谷 泰造 平井 友和 杉谷 幾里 千古 七瀬 田中　　蒼 川合 正育
(和歌山国体の年で和歌山県不参加)  ロッシーニ  アルマーニ  ズラタン  ユニティー  ジントニック  ドミナス  チャネル

平成28年(2016年)　6月25～26日 遠藤　　篤 岩館 正彦 谷口 真一 中村 公子 谷口 しおり 名倉 賢人 石田 惇也 1
 デルフィノ  C's セシル  コーネット  ドミナス  クラシックオーマン  ロッシーニ  コニー

　京都府・宇治市 冨川 宏樹 高田　　潤 杉谷 泰造 稗田 奈緒子 藤原 彩香 田中　　蒼 松若 流星
　カシオペアライディングパーク  ドミナス  ジルバァーナ  アルマーニ  トレントン  セルウィズ  ドミナス  アンリミテッド 2

谷口　　泱 本田 恵士 本田 正博 杉谷 幾里 柿澤 小夜子 有田 鼓太郎 伊瀬知　　樹
 ヴァルゴ  ジモーナ  ジペット・ディ・グラル  ユニティー  アマルフィ  アラジン・カンペルト  オレニツイテコイ
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開催年月日 少　年
開催県・開催市町村

開催場所
平成29年(2017年)　7月8～9日 稗田 龍馬 杉谷 泰造 杉谷 泰造 中村 公子 中谷 彩夏 楠本　将斗 木村 友哉 1

 ラーディー・ヴォンダー  ウラヌス101  ウラヌス101  パシフィックB  カリエーレ  ドミナス  C's セシル
　兵庫県・三木市 冨川 宏樹 田中 和真 本田 恵士 杉谷 幾里 西脇 小夜子 高松 みやび 有田 奏司郎
　三木ホースランドパーク  ドミナス  クラッキーフィーZ  ザローマ  ユニティー  シャルムール  リュミエール  クエブA 2

鷹取 央幸 岩谷 一裕 稗田 龍馬 稗田 奈緒子 藤川 優香 松若 流星 長田 芽依
 ロッシーニ  RBHシャルドネ  クエブA  ドン・ルカ  ル・エクレール  ロッシーニ  ザローマ

平成30年(2018年)　7月7～8日 稗田 龍馬 岩館 正彦 岩館 正彦 中村 公子 原田 亜依 楠本 将斗 有田 奏司郎 1
 ラーディー・ヴォンダー  I'm キングスクロス  ズラタン  パシフィックB  ジェイク  アイテンツ  クエブA

　大阪府・和泉市 遠藤　　篤 山口 敬介 岡村　　実 稗田 奈緒子 苅谷 枝里香 小池 柊介 楠本 将斗
　杉谷馬事公苑  シャルウィダンス  コリータ  ウロボロス  ファンタスティコ  コニー  ロッシーニ  コリータ 2

冨川 宏樹 田中 和真 谷口 真一 杉谷 幾里 結城 夕貴 長田 芽依 児島 叶和
 アイテンツ  クラッキーフィーZ  コーネット  ユニティー  カレッサ  シャルウィダンス  アヴァンギャルド

令和元年(2019年)　7月6～7日 稗田 龍馬 岩館 正彦 岩谷 一裕 中村 公子 荒木 梨花 小池 柊介 小林 弥生 1
 ファーストレディ  I'm キングスクロス  ポーチャーズホープ  ディジャズF  サントリーニ  ロッシーニ  メルキュール

　奈良県・天理市 冨川 宏樹 高田　　潤 谷口 真一 稗田 奈緒子 苅谷 枝里香 桜井 綾音 右近 萌木
　乗馬クラブクレインオリンピックパーク  アイテンツ  ジルバァーナ  コーネット  ファンタスティコ  コニー  アイテンツ  サントリーニ 2

鷹取 央幸 杉谷 泰造 本田 恵士 杉谷 幾里 本田 晃希 小林 弥生 泉　　和華子
 ロッシーニ  コンテッサー  ザローマ  ユニティー  ジモーナ  シャルウィダンス  ウィズ

令和2年(2020年)　8月1～2日
　滋賀県・甲賀市 新型コロナウィルス感染拡大防止のため鹿児島国体が延期され、それを受けてブロック大会も開催中止
　水口乗馬クラブ
令和3年(2021年)　6月26～27日 稗田 龍馬 杉谷 泰造 平井 康之 稗田 奈緒子 谷口 しおり 泉　　和華子 岡本 果林 1

 ファンタスティコ  IMTアウダーフィン  グリーンロウスカイハイ  ファンタスティコ  アルヴィン  エジソン  ジゴロ
　大阪府・和泉市 池添　　学 岩館 正彦 谷口 真一 中村 公子 岡村 佳奈 横山 寛朗 加藤 紗夏
　杉谷馬事公苑  エジソン  CRNコスタブラバ  コーネット  メープルII  バンディードG  ビュイック  ジャンヌ 2

内田 雄一 高田　　潤 岩館 正彦 杉谷 幾里 竹内 日菜乃 小林 弥生 瀬口 竜也
 ビュイック  アヤックス  I'm キャスパー  ユニティー  ケル・フラム  シャルウィダンス  オレニツイテコイ

令和4年(2022年)　6月25～26日 稗田 龍馬 高田　　潤 谷口 真一 中村 公子 竹内 日菜乃 橋内 雪花 渡辺　　明 1
 アムステルダム  アヤックス  コーネット  ギャビデルギャビVCG  ルイ・9  ギャビデルギャビVCG  ジャンヌ

　京都府・宇治市 内田 雄一 谷口 真一 桝井 俊樹 稗田 奈緒子 治武 しおり 𠮷田 夏希 大谷 永吉
　カシオペアライディングパーク  ギャビデルギャビVCG  カムアンドフィール  グリーンロウスカイハイ  アムステルダム  アルヴィン  エジソン  ボイス 2

池添　　学 桝井 俊樹 平井 友和 稲田 朝代 岡村 佳奈 小林 弥生 砂川 成弘
 エジソン  エルスター  ジゴロ  エジソン  バンディードG  シャルウィダンス  グリーンロウスカイハイ

凡例 兵庫県 大阪府 和歌山県 奈良県 京都府 滋賀県
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 この⼤会は、「近畿地区住⺠のスポーツに対する関⼼を深め、スポーツ活動の促進を図るとともに、体⼒向上と競技⽔準を⾼め、併せて⼤会を通じて親善と友好を深め、健康的で⽂化的な⽣活の
確⽴に寄与することを⽬的とする。」という趣旨で、国⺠体育⼤会出場権を得るための⼤会として実施されるものです。昭和55年度（1980年度）の第35回⼤会から毎年開催することが近畿2府4県
体育協会会⻑会議において協議され、開催基準要項が制定されました。
 昭和57年度（1982年度）の第37回⼤会から和歌⼭県、奈良県、滋賀県、⼤阪府、京都府、兵庫県の順で各府県持ち回りの開催となり、平成元年度の第44回⼤会から名称を「国⺠体育⼤会近畿地
区⼤会」から「国⺠体育⼤会近畿ブロック⼤会」と改称して実施しています。
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