
10月6日（木） 9:00～

Ｅ Ｈ Ｃ Ｍ Ｂ

1 高知県 松宮　淳一 ショコラ・クラシック 136

2 奈良県 内田　雄一 ギャビデルギャビVCG 106

3 秋田県 藤原　健 ユリシス 21

4 滋賀県 池添　学 エジソン 89

5 茨城県 齊藤　圭介 ウィルソン 31

6 岡山県 原田　喜市 ディエゴ 112

7 鹿児島県 上村　利幸 デミーロ 163

8 静岡県 人見　尚樹 ソマレッロ 72

9 千葉県 増元　拓巳 ドンアンジェロ 45

10 長野県 永見　一平 レディートゥーダンス 61

11 栃木県 鈴木　直人 ファーストオリバー 172

12 北海道 林　伸伍 ジェシージェームス 2

13 福島県 杉本　隆雄 バルデュ・ドラゴン 24

14 福岡県 加藤　寿幸 オテロ 141

最終
得点
率

順位

第１競技　成年男子　馬場馬術競技　

出場
番号

都道府県 選　手　名 馬　　名
馬匹
番号

得点率（％）



10月6日（木） 13:00～

Ｅ Ｈ Ｃ Ｍ Ｂ

1 千葉県 豊田　穣 ビッツェル 46

2 東京都 髙松　優希 エルメス・デァツヴァイタ 50

3 岩手県 伊藤　咲蕾 伊藤　楓 13

4 滋賀県 吉田　夏希 エジソン 89

5 宮城県 高橋　実央子 ヴィーガ 18

6 鹿児島県 日高　凱斗 デミーロ 163

7 長野県 永見　快人 レディートゥーダンス 61

8 静岡県 浅川　駿萬 ホーリーナイト 77

9 奈良県 橋内　雪花 ギャビデルギャビVCG 106

10 栃木県 渡邉　心 ジキータ 179

11 岡山県 天久　華 コルトラーダ 113

12 福岡県 江上　渦 オテロ 141

最終
得点
率

第２競技　少年　馬場馬術競技　　

順位
出場
番号

都道府県 選　手　名 馬　　名
馬匹
番号

得点率（％）



10月6日（木） 9:00～　（下見予定時間　8:45～）

1 石川県 畠村　真理恵 ジョシュア 66

2 北海道 村上　陽子 ロードスウィープ 7

3 青森県 氣田　奈苗 パラドックス 9

4 佐賀県 川浪　愛莉 ユニコン 147

5 滋賀県 吉田　彩音 アルヴィン 90

6 兵庫県 竹内　日菜乃 ルイ9 96

7 新潟県 高橋　亜貴子 ヒカビ 56

8 香川県 宮本　薫 エルヴィス 128

9 宮崎県 松田　麻実 エッシャーSB 158

10 徳島県 西田　空花 スカルディア 130

11 東京都 大森　実穂 リヴゴーシュ5 47

12 岡山県 田中　小百合 グラニト 117

13 栃木県 広田　思乃 ライフ・イズ・ビューティフル 173

14 鳥取県 山林　真由美 インデラZ 109

15 三重県 今井　有希奈 ファンタジスタ 84

16 福島県 羽二生　香成 オンワードマック 27

17 宮城県 河島　寿々香 ジッパー 16

18 長野県 伊藤　真七海 ルーチャット 59

19 福岡県 有田　茉以 ベン 145

20 静岡県 川口　飛鳥 ハリーポッター・D 75

21 埼玉県 越野　愛由美 ガレスター 39

22 広島県 佐藤　智美 フォーラン 121

23 千葉県 朴本　真侑 ラスベガスS 44

24 茨城県 増山　陽子 ラメキシカZ 32

25 奈良県 加藤　紗夏 ジャンヌ 105

26 大分県 野仲　美樹 ロックフェス 156

馬　　名 順位
馬匹
番号

第２段階第１段階
出場
番号

都道府県 選　手　名

第３競技　成年女子　二段階障害飛越競技

総減
点

所要
タイム

所要
タイム

総減
点



10月6日（木） 10:55～　（下見予定時間　10:35～）

1 千葉県 林　義昌 デスペラードAM 40

2 岡山県 瀬川　毅映 グラニト 117

3 兵庫県 平井　友和 ルイ9 96

4 新潟県 小泉　智史 ダコナ 54

5 奈良県 岡村　実 バンディートG 100

6 鳥取県 山本　一 インデラＺ 109

7 岩手県 船橋　慶延 グレイトフルマッシュルーム 11

8 鹿児島県 村岡　一孝 キングスクロス 162

9 埼玉県 西塚　重二 ケル・フラム 38

10 栃木県 広田　龍馬 ニック・オブ・タイム 168

11 愛知県 吉川　正人 フローズンダイヤモンド 80

12 宮城県 鈴木　智明 ヴァンスカインデルズ・ダイモンド 14

13 山梨県 波里　有輝 モルガナ・バンデルイスヘイデ 53

14 北海道 大林　利弘 プラネット 4

15 熊本県 赤星　宗虎 ブリランテ 155

16 福岡県 上野　剛 エッケザックス 183

17 茨城県 増山　大治郎 トゥルーク 33

18 宮崎県 日置　友優 バータノ 160

19 三重県 森本　健史 ヴァイスファーデン 81

20 徳島県 高橋　章人 エルドゥオール 132

21 広島県 佐藤　浩之 フォーラン 121

22 滋賀県 山口　敬介 クインティナ 88

23 香川県 谷本　和人 ラミール・ドゥ・レヴェル 127

24 福井県 政兼　隆 マラドーナ 69

25 福島県 杉本　葵生 スカイベリー 26

都道府県 得点選　手　名 馬　　名
馬匹
番号

走行タイム

第４競技　成年男子　トップスコア競技

順位
出場
番号



10月6日（木） 12:50～　（下見予定時間　12:35～）

1 静岡県 川村　颯太 ハーベスト 74

2 熊本県 中山　龍 ナバロン 152

3 福井県 中村　旺生 エイプリルズパラント 71

4 東京都 野尻　翔麻 クラド 49

5 福島県 秋葉　大地 アルコラド 28

6 兵庫県 大谷　永吉 ボイス 98

7 香川県 新上　聖直 スピリタス 129

8 大分県 野上　真生 アンクールトレジャー 157

9 群馬県 香取　亜海 レスポワールデロワ 36

10 愛媛県 松本　佳奈 オレンジヴァン 134

11 栃木県 瀧田　玲 グッドルーカス 177

12 長野県 小林　咲心 ハリーM 60

13 茨城県 栗田　翔心 トゥルーク 33

14 鳥取県 渡辺　莉彩 ラコルZ 108

15 千葉県 矢野　雄也 ラスベガスS 44

16 広島県 坂光　栞奈 デイリーニュース 122

WD 福岡県 矢野　甫 エアロビック 144

18 三重県 真川　葵衣 コビーナ 83

19 山口県 黒川　美乃里 ペルセダンジュ 125

20 滋賀県 西谷　遥人 クインティナ 88

21 宮城県 佐藤　天太郎 シャルムールZ 20

22 富山県 甲部　拓磨 ルークサン 63

23 山形県 安孫子　太一 ピニャ・コラーダ 22

24 奈良県 渡辺　明 ジャンヌ 105

25 鹿児島県 上村　汀 アンテベルム 165

26 北海道 百瀬　光 チャーチル 8

馬　　名選　手　名都道府県
出場
番号

順位総タイム
落下加算

秒数
所要タイ

ム

第５競技　少　　年　スピードアンドハンディネス競技

馬匹
番号



10月6日（木） 14:55～　（下見予定時間　14:30～）

所要タイム 減点合計

WD 鳥取県 山本　一 ナーウル 110

2 三重県 中村　勇 フォンヴィア 82

3 福井県 政兼　隆 マラドーナ 69

4 栃木県 増山　誠倫 アダマス 169

5 熊本県 門岡　幹宏 アルファ 154

6 岐阜県 西脇　友彦 ヴァントゥー 86

7 徳島県 片山　淳 ラッキーユー7 131

8 高知県 石田　侑奇 クラリス 137

9 宮城県 川上　真也 ジッパー 16

10 大阪府 本田　恵士 ジータ 94

11 岩手県 菅原　権太郎 桜焔 12

12 千葉県 福島　大輔 チヴァリアSH 42

13 東京都 篠原　正紀 アップトゥーユー 48

14 富山県 吉田　博泰 ベスターシュリット 64

WD 福島県 早田　明 ロレンジア 25

16 和歌山県 藤谷　喜晴 コニー 107

17 埼玉県 西塚　重二 ケル・フラム 38

18 長野県 佐藤　賢希 コンタドーラ 58

19 京都府 平尾　賢 BGコニー 184

20 北海道 横山　瞬 モナベール 3

21 岡山県 西崎　純郎 タケルブラック 115

22 宮崎県 石川　一成 サン　クァンタス 159

都道府県 選　手　名 馬　　名
馬匹
番号

所要タイム 減点合計

第６競技　成年男子　ダービー競技

ジャンプオフ
順位

出場
番号



10月7日（金） 9:00～

Ｅ Ｈ Ｃ Ｍ Ｂ

1 宮城県 鈴木　麻理奈 ヴィーガ 18

2 富山県 牧野　真弥 エノーム 65

3 東京都 神村　ひより エルメス・デァツヴァイタ 50

4 山形県 丹野　里香 B・スペシャル 23

5 香川県 安田　小都子 ワイズガイRS 126

6 佐賀県 古賀　千尋 フィノ 146

7 滋賀県 稲田　朝代 エジソン 89

8 山口県 森岡　正子 ジョジョ=ビクトール 123

9 奈良県 中村　公子 ジェームスディーン4 101

10 栃木県 金城　友 ハイテック 175

11 静岡県 人見　美代子 ソマレッロ 72

12 千葉県 増元　真以子 ドンアンジェロ 45

順位

第７競技　成年女子　馬場馬術競技　

出場
番号

都道府県 選　手　名 馬　　名
馬匹
番号

得点率（％） 最終
得点
率



10月7日（金）　馬場馬術　12:30～

10月8日（土）　障害飛越　14:55～　（下見予定時間　14:40～）

1 奈良県 森　裕悟 CRNディガー 102

2 岡山県 瀬川　毅映 クリフ66 114

3 岩手県 菅原　権太郎 桜焔 12

4 宮崎県 日置　友優 バータノ 160

5 京都府 平尾　賢 BGコニー 184

6 北海道 横山　瞬 モナベール 3

7 佐賀県 成富　海 コンテッサ 148

8 静岡県 松島　和徳 ハリーポッター・D 75

9 埼玉県 越野　恭介 ガレスター 39

10 兵庫県 稗田　龍馬 ボイス 98

11 東京都 篠原　正紀 アップトゥーユー 48

12 栃木県 駒津　眞希 ハイペリオンKG 170

13 高知県 和田　健太郎 エスプレッソⅡ 138

14 熊本県 門岡　幹宏 アルファ 154

15 岐阜県 西脇　友彦 ヴァントゥー 86

16 徳島県 片山　淳 ラッキーユー7 131

順位
減点

減点合計

第８競技　成年男子　国体総合馬術競技

出場
番号

都道府県 選　手　名 馬　　名
馬匹
番号

馬場馬術 障害飛越

減点



10月7日（金） 9:00～　（下見予定時間　8:35～）

所要タイム 減点合計

1 宮崎県 湯川　紘美 サン　クァンタス 159

2 富山県 吉田　真悠 ベスターシュリット 64

3 奈良県 岡村　佳奈 ウロボロス 104

4 栃木県 増山　久佳 ビューティー 174

WD 鳥取県 福原　由香里 ナーウル 110

6 北海道 村上　陽子 ロードスウィープ 7

7 三重県 中村　洋子 フォンヴィア 82

8 岡山県 山本　恵理 タケルブラック 115

9 岐阜県 西脇　小夜子 セルヴィス 85

10 京都府 石田　奈美恵 ヒカリサーベル 92

11 熊本県 門岡　あゆみ エルフ 153

12 大阪府 石田　琴音 ジータ 94

13 茨城県 増山　陽子 ラメキシカZ 32

14 高知県 半田　侑里 クラリス 137

15 長野県 佐藤　泰 コンタドーラ 58

16 埼玉県 大塩　範子 ケル・フラム 38

17 新潟県 樋浦　萌 モデラート 55

18 福島県 高橋　かほる スカイベリー 26

19 千葉県 福島　章 チヴァリアSH 42

20 神奈川県 當間　桃子 ルーシー・エルミタージュ 52

21 大分県 野仲　美樹 ロックフェス 156

22 宮城県 河島　寿々香 ジッパー 16

ジャンプオフ
順位

第9競技　成年女子　ダービー競技

馬匹
番号

所要タイム 減点合計
出場
番号

都道府県 選　手　名 馬　　名



10月7日（金） 11:10～　（下見予定時間　10:55～）

所要タイム 減点合計

1 北海道 津田　みや モナベール 3

2 東京都 細野　光 アップトゥーユー 48

3 京都府 瀬口　竜也 BGコニー 184

4 奈良県 砂川　成弘 CRNディガー 102

5 愛知県 福岡　ゆきは サンスクリット 79

6 長野県 須江　理莉香 ルーチャット 59

7 千葉県 深山　恵理奈 エリーゼ 43

8 熊本県 赤星　宗尚 ブリランテ 155

9 福島県 秋葉　大地 アルコラド 28

10 大阪府 小林　弥生 メルキュール 95

11 栃木県 広田　大和 ブレイヴスターズofヤス 176

12 福岡県 中本　諒 エイル 142

13 茨城県 中島　妃香留 ダイワシュガー 35

14 石川県 端保　拓斗 アサクサショパン 67

15 宮城県 鈴木　爽日 アヴィオン 19

16 神奈川県 野本　輝仁 ハッピーサンシャイン 51

17 静岡県 岡村　考真 エルマッチョ 76

18 鹿児島県 鳥居　玲花 ロイヤルクラス 164

19 徳島県 鎌尾　篤志 アヴァンセ 133

20 岡山県 桐野　紗羅 ストラティーゴ 118

21 山口県 泉谷　壮城 グローセンシュロス 124

22 宮崎県 小田　大 エッシャーSB 158

23 愛媛県 松本　悠馳 オレンジヴァン 134

24 広島県 眞田　翔 ジャレオファンヘットヘーヴェルランド 120

都道府県
ジャンプオフ

選　手　名 減点合計所要タイム馬　　名
出場
番号

第10競技　少　　年　標準障害飛越競技

順位
馬匹
番号



10月7日（金） 13:05～　（下見予定時間　12:50～）

1 滋賀県 谷口　真一 カムアンドフィール 87

2 鹿児島県 村岡　一孝 ディナスティ 161

3 香川県 谷本　和人 ラミール・ドゥ・レヴェル 127

4 宮城県 鈴木　嘉憲 シスコズシャトー 15

5 山梨県 波里　有輝 モルガナ・バンデルイスヘイデ 53

6 茨城県 古田　慶幸 デコ 30

7 広島県 池田　大樹 マペット・テル・エルゼン 119

8 福井県 吉村　英喜 カスコ 68

9 千葉県 水山　大輔 カヴィア・ドゥ・ウィンシアZ 41

10 長崎県 出田　匠 ジダーン 150

11 北海道 大林　利弘 プラネット 4

12 栃木県 増山　誠倫 アダマス 169

13 宮崎県 松田　靖久 エッシャーSB 158

14 岡山県 西崎　純郎 ストラティーゴ 118

15 福島県 杉本　葵生 スカイベリー 26

16 長野県 佐藤　賢希 兀地 57

17 岩手県 船橋　慶延 グレイトフルマッシュルーム 11

18 静岡県 川口　大輔 サムライブルー 73

19 奈良県 岡村　実 バンディートG 100

20 新潟県 小泉　智史 ダコナ 54

21 東京都 芹澤　永治 クラド 49

22 福岡県 上野　剛 ジュベル 143

23 兵庫県 平井　友和 ルイ9 96

24 三重県 中村　勇 フォンヴィア 82

25 徳島県 高橋　章人 エルドゥオール 132

馬　　名
所要タイ

ム
馬匹
番号

落下加算
秒数

第11競技　成年男子　スピードアンドハンディネス競技

順　　位
出場
番号

県　名 選　手　名 総タイム



出場
番号

1 富山県

2 北海道

3 岡山県

4 茨城県

5 福島県

6 大分県

7 兵庫県

8 栃木県

9 鹿児島県

10 高知県

11 群馬県

12 静岡県

高

知

県

群

馬

県

静

岡

県

鹿

児

島

県
7 128 9 10 11

大

分

県

兵

庫

県

栃

木

県
1 2 3 4 5 6

北

海

道

10月7日（金）

１回戦・準々決勝　

富

山

県

茨

城

県

福

島

県

岡

山

県

180

10月9日（日）

準決勝・決勝

駒津　壱成 富永　龍斗 渡邉　心 キャプテン

157

鳥居　玲花 上村　汀 ロイヤルクラス 164

野上　真生 深津　詩音 アンクールトレジャー

114

中谷　夕天 中平　心菜 クールエイジア 140

北山　稜 武南　友陽 クリフ66

78

松岡　凜桜 楠森　郁人 アンフルールVDトレプケスZ 99

杉山　海波 岡村　考真 川村　颯太 ミラナ

37

甲部　拓磨 山田　里渚 タランディス・マックス ルークサン 63

香取　亜海 福田　直哉 オリハルコン

29

中島　妃香留 吉田　要純 杉江　伯空 フェネクス 34

秋葉　大地 西畑　慎之介 ダッツォ

番号

津田　みや 本間　駿名 百瀬　光 チャーチル 8

第12競技  少年  団体障害飛越競技

10月7日（金）　１回戦・準々決勝　　15:00～　（下見予定時間　14:45～）

10月9日（日）　準決勝・決勝　　　 　11:10～　（下見予定時間　10:55～）

都道府県 選　手　名 選　手　名 選　手　名 馬　名 馬匹



10月8日（土）　9:00～

Ｅ Ｈ Ｃ Ｍ Ｂ

1 千葉県 増元　拓巳 ドンアンジェロ 45

2 兵庫県 稗田　龍馬 アムステルダム 97

3 栃木県 鈴木　直人 ファーストオリバー 172

4 北海道 林　伸伍 ジェシージェームス 2

5 福島県 杉本　隆雄 バルデュ・ドラゴン 24

6 岡山県 原田　喜市 ディエゴ 112

7 秋田県 藤原　健 ユリシス 21

8 静岡県 人見　尚樹 ソマレッロ 72

9 福岡県 加藤　寿幸 オテロ 141

10 茨城県 齊藤　圭介 ウィルソン 31

11 長野県 永見　一平 レディートゥーダンス 61

12 奈良県 内田　雄一 ギャビデルギャビVCG 106

13 高知県 松宮　淳一 ショコラ・クラシック 136

WD 佐賀県 古賀　勝己 フィノ 146

最終
得点
率

順位

第１３競技　成年男子　自由演技馬場馬術競技　

出場
番号

都道府県 選　手　名 馬　　名
馬匹
番号

得点率（％）



10月8日（土）　9:00～　（下見予定時間　8:45～）

1 福井県 中村　旺生 エイプリルズパラント 71

2 宮城県 鈴木　爽日 アヴィオン 19

3 栃木県 駒津　壱成 カリズマウィッシュ 178

4 富山県 山田　里渚 ベスターシュリット 64

5 滋賀県 西谷　遥人 クインティナ 88

6 香川県 中村　應太 エルヴィス 128

7 千葉県 矢野　雄也 ラスベガスS 44

8 山口県 泉谷　壮城 グローセンシュロス 124

9 広島県 眞田　翔 ジャレオファンヘットヘーヴェルランド 120

10 徳島県 鎌尾　篤志 アヴァンセ 133

11 茨城県 栗田　翔心 トゥルーク 33

12 群馬県 香取　亜海 レスポワールデロワ 36

13 宮崎県 竹内　義崇 サン　クァンタス 159

14 東京都 野尻　翔麻 クラド 49

15 山形県 安孫子　太一 ピニャ・コラーダ 22

16 静岡県 岡村　考真 エルマッチョ 76

17 長野県 須江　理莉香 ルーチャット 59

18 北海道 本間　駿名 ジロッコズフラッシュ 5

19 岡山県 武南　友陽 カリアンジーナYH 116

20 三重県 吉永　真由子 ファンタジスタ 84

21 岩手県 船橋　友希那 グレイトフルマッシュルーム 11

22 兵庫県 楠森　郁人 アンフルールVDトレプケスZ 99

23 熊本県 門岡　祐樹 エルフ 153

24 大阪府 小林　弥生 メルキュール 95

25 福岡県 中本　諒 エイル 142

出場
番号

都道府県 選　手　名 馬　　名 順位
馬匹
番号

第２段階第１段階

総減
点

所要
タイム

所要
タイム

総減
点

第１４競技　少　　年　二段階障害飛越競技



10月8日（土） 10:55～　（下見予定時間　10:40～）

所要タイム 減点合計

1 宮崎県 松田　麻実 エッシャーSB 158

2 奈良県 加藤　紗夏 ジャンヌ 105

3 埼玉県 越野　愛由美 ガレスター 39

4 広島県 三好　真紀 マペット・テル・エルゼン 119

5 高知県 半田　侑里 ルルヴェ 139

6 千葉県 福島　章 エリーゼ 43

7 新潟県 高橋　亜貴子 ヒカビ 56

8 長野県 佐藤　泰 兀地 57

9 鹿児島県 村岡　のぞみ キングスクロス 162

10 和歌山県 苅谷　枝里香 コニー 107

11 栃木県 広田　思乃 ライフ・イズ・ビューティフル 173

12 長崎県 柿平　紗枝 ウバリナ 151

13 徳島県 西田　空花 スカルディア 130

14 福岡県 有田　茉以 ベン 145

15 宮城県 松永　佳子 シスコズシャトー 15

16 岡山県 田中　小百合 グラニト 117

17 神奈川県 當間　桃子 ルーシー・エルミタージュ 52

18 福井県 政兼　実佳 アザモア 70

19 岐阜県 西脇　小夜子 セルヴィス 85

20 静岡県 川口　雅美 サムライブルー 73

21 大阪府 石田　琴音 ジータ 94

22 北海道 宮永　美寿津 ドクターブレイン 6

都道府県
ジャンプオフ

選　手　名 減点合計所要タイム馬　　名
出場
番号

第１５競技　成年女子　標準障害飛越競技

順位
馬匹
番号



10月8日（土） 13:00～　（下見予定時間　12:45～）

○ 中平　心菜 エスプレッソⅡ 138

● 中谷　夕天 クラリス 137

○ 深山　恵理奈 エリーゼ 43

● 平松　春乃 チヴァリアSH 42

○ 奈須　円花 バータノ 160

● 竹内　義崇 サン　クァンタス 159

○ 吉田　夏希 アルヴィン 90

● 西谷　遥人 クインティナ 88

○ 吉田　要純 フェネクス 34

● 栗田　翔心 トゥルーク 33

○ 杉山　海波 ミラナ 78

● 川村　颯太 ハーベスト 74

○ 中本　諒 エイル 142

● 上野　美緒 ジュベル 143

○ 須江　理莉香 ルーチャット 59

● 小林　咲心 ハリーM 60

○ 渡辺　明 ジャンヌ 105

● 砂川　成弘 CRNディガー 102

○ 細野　光 アップトゥーユー 48

● 野尻　翔麻 クラド 49

○ 甲部　拓磨 ルークサン 63

● タランディス・マックス ベスターシュリット 64

○ 中村　旺生 エイプリルズパラント 71

● 中村　つくし マラドーナ 69

○ 鈴木　爽日 アヴィオン 19

● 佐藤　天太郎 ハマーA.D 17

○ 眞田　翔 ジャレオファンヘットヘーヴェルランド 120

● 坂光　栞奈 デイリーニュース 122

○ 中山　龍 ナバロン 152

● 門岡　祐樹 エルフ 153

○ 泉谷　壮城 グローセンシュロス 124

● 黒川　美乃里 ペルセダンジュ 125

○ 日高　凱斗 タガノバレッティ 166

● 上村　汀 アンテベルム 165

○ 広田　大和 ブレイヴスターズofヤス 176

● 瀧田　玲 グッドルーカス 177

○ 真川　葵衣 コビーナ 83

● 吉永　真由子 ファンタジスタ 84

○ 桐野　紗羅 ストラティーゴ 118

● 武南　友陽 カリアンジーナYH 116

○ 大谷　永吉 ボイス 98

● 松岡　凜桜 アンフルールVDトレプケスZ 99

○ 古川　誉 カヴァーガール 135

● 松本　佳奈 オレンジヴァン 134

21 兵庫県

22 愛媛県

第１６競技　少　　年　リレー競技

落下加算
秒数

総タイム

2

3

高知県

三重県

滋賀県

8

5

6

宮崎県

富山県

出場
番号

都道府県 馬　　名選　手　名 順位

1

7

所要タイ
ム

馬匹
番号

茨城県

静岡県

福岡県

奈良県

東京都

長野県

鹿児島県

宮城県

岡山県

15

16

17

20

18 栃木県

19

山口県

熊本県

12

13

14

福井県

広島県

千葉県

11

10

9

4



10月9日（日） 9:00～

Ｅ Ｈ Ｃ Ｍ Ｂ

1 岡山県 天久　華 コルトラーダ 113

2 宮城県 高橋　実央子 ヴィーガ 18

3 福岡県 江上　渦 オテロ 141

4 千葉県 豊田　穣 ビッツェル 46

5 鹿児島県 日高　凱斗 デミーロ 163

6 東京都 髙松　優希 エルメス・デァツヴァイタ 50

7 栃木県 渡邉　心 ジキータ 179

8 奈良県 橋内　雪花 ギャビデルギャビVCG 106

9 岩手県 伊藤　咲蕾 伊藤　楓 13

10 静岡県 浅川　駿萬 ホーリーナイト 77

11 長野県 永見　快人 レディートゥーダンス 61

12 滋賀県 吉田　夏希 エジソン 89

第１７競技　少　　年　自由演技馬場馬術競技　

出場
番号

都道府県 選　手　名 馬　　名
馬匹
番号

得点率（％） 最終
得点
率

順位



10月9日（日） 9:00～　（下見予定時間　8:45～）

所要タイム 減点合計

1 徳島県 畑野　諒 スカルディア 130

2 北海道 楠木　貴成 センチュリオンZ 1

3 香川県 安田　一彦 ラミール・ドゥ・レヴェル 127

4 茨城県 古田　慶幸 デコ 30

5 静岡県 川口　大輔 サムライブルー 73

6 滋賀県 谷口　真一 カムアンドフィール 87

7 栃木県 広田　龍馬 ニック・オブ・タイム 168

8 宮城県 鈴木　智明 ヴァンスカインデルズ・ダイモンド 14

9 千葉県 林　義昌 デスペラードAM 40

10 神奈川県 杉山　慎一郎 ハッピーサンシャイン 51

11 奈良県 桝井　俊樹 カルタゲーナ6 103

12 三重県 森本　健史 ヴァイスファーデン 81

13 広島県 佐藤　浩之 フォーラン 121

出場
番号

第18競技　成年男子　国体大障害飛越競技

順位
馬匹
番号

都道府県
ジャンプオフ

選　手　名 減点合計所要タイム馬　　名



10月9日（日）　12:55～　（下見予定時間　12:35～）

1 石川県 畠村　真理恵 ジョシュア 66

2 東京都 大森　実穂 リヴゴーシュ5 47

3 愛知県 清水　茜 サンスクリット 79

4 福岡県 古川　芙三子 ベン 145

5 奈良県 岡村　佳奈 バンディートG 100

6 香川県 宮本　薫 エルヴィス 128

7 長崎県 龍田　佳野 ジダーン 150

8 滋賀県 吉田　彩音 アルヴィン 90

9 長野県 伊藤　真七海 ルーチャット 59

10 福井県 政兼　実佳 アザモア 70

11 鹿児島県 村岡　のぞみ ディナスティ 161

12 京都府 石田　奈美恵 ヒカリサーベル 92

13 高知県 金子　まなみ ルルヴェ 139

14 青森県 氣田　奈苗 パラドックス 9

15 福島県 高橋　かほる スカイベリー 26

16 鳥取県 山林　真由美 インデラZ 109

17 宮城県 松永　佳子 シスコズシャトー 15

18 神奈川県 長谷川　晶子 ルーシー・エルミタージュ 52

19 千葉県 朴本　真侑 ラスベガスS 44

20 岡山県 世良　歩実 カリアンジーナYH 116

21 北海道 宮永　美寿津 ジロッコズフラッシュ 5

22 佐賀県 川浪　愛莉 ユニコン 147

23 栃木県 増山　久佳 ビューティー 174

24 広島県 三好　真紀 マペット・テル・エルゼン 119

25 静岡県 川口　雅美 サムライブルー 73

第19競技　成年女子　トップスコア競技

馬匹
番号

得点
出場
番号

都道府県 選　手　名 馬　　名 走行タイム 順位



10月9日（日） 15:10～　（下見予定時間　14:45～）

所要タイム 減点合計

1 奈良県 砂川　成弘 ウロボロス 104

2 山口県 黒川　美乃里 ペルセダンジュ 125

3 栃木県 瀧田　玲 グッドルーカス 177

4 長野県 小林　咲心 ハリーM 60

5 愛媛県 古川　誉 カヴァーガール 135

6 富山県 山田　里渚 ベスターシュリット 64

7 三重県 吉永　真由子 フォンヴィア 82

8 大分県 野上　真生 アンクールトレジャー 157

9 滋賀県 米田　圭吾 バロンドゥフォール 91

10 茨城県 吉田　要純 フェネクス 34

11 香川県 新上　聖直 スピリタス 129

12 熊本県 門岡　蘭 アルファ 154

13 島根県 根岸　柚子 ヴェルタ 111

14 宮崎県 竹内　義崇 サン　クァンタス 159

15 岩手県 船橋　友希那 グレイトフルマッシュルーム 11

16 東京都 細野　光 アップトゥーユー 48

17 岐阜県 田島　凛 セルヴィス 85

18 京都府 瀬口　竜也 ヒカリサーベル 92

第20競技　少　　年　ダービー競技

出場
番号

都道府県 選　手　名 馬　　名
馬匹
番号

所要タイム 減点合計
ジャンプオフ

順位



10月10日（月）　9:00～

Ｅ Ｈ Ｃ Ｍ Ｂ

1 栃木県 金城　友 ハイテック 175

2 香川県 安田　小都子 ワイズガイRS 126

3 東京都 神村　ひより エルメス・デァツヴァイタ 50

4 山口県 森岡　正子 ジョジョ=ビクトール 123

5 兵庫県 小河　貴代 アムステルダム 97

6 秋田県 藤原　さつき ユリシス 21

7 千葉県 増元　真以子 ドンアンジェロ 45

8 静岡県 人見　美代子 ソマレッロ 72

9 鹿児島県 上村　まゆみ デミーロ 163

10 奈良県 中村　公子 ジェームスディーン4 101

11 富山県 牧野　真弥 エノーム 65

12 山形県 丹野　里香 B・スペシャル 23

13 佐賀県 古賀　千尋 フィノ 146

得点率（％） 最終
得点
率

順位

第21競技　成年女子　自由演技馬場馬術競技　

出場
番号

県　名 選　手　名 馬　　名
馬匹
番号



10月10日（月） 9:00～　（下見予定時間　8:40～）

1 福岡県 上野　美緒 ジュベル 143

2 茨城県 中島　妃香留 ダイワシュガー 35

3 愛知県 萩原　克貴 フローズンダイヤモンド 80

4 兵庫県 大谷　永吉 ボイス 98

5 熊本県 中山　龍 ナバロン 152

6 岡山県 桐野　紗羅 ストラティーゴ 118

7 広島県 坂光　栞奈 デイリーニュース 122

8 石川県 端保　拓斗 アサクサショパン 67

9 新潟県 松澤　結依 モデラート 55

10 青森県 菊池　彩華 Gファントム 10

11 奈良県 渡辺　明 バンディートG 100

12 鹿児島県 鳥居　玲花 ディナスティ 161

13 香川県 中村　應太 エルヴィス 128

14 宮崎県 小田　大 バータノ 160

15 栃木県 広田　大和 ブレイヴスターズofヤス 176

16 鳥取県 渡辺　莉彩 ラコルZ 108

17 北海道 津田　みや モナベール 3

18 神奈川県 野本　輝仁 ハッピーサンシャイン 51

19 福島県 西畑　慎之介 オンワードマック 27

20 愛媛県 松本　悠馳 オレンジヴァン 134

21 千葉県 深山　恵理奈 エリーゼ 43

22 静岡県 杉山　海波 ミラナ 78

23 福井県 中村　つくし マラドーナ 69

24 滋賀県 米田　圭吾 バロンドゥフォール 91

25 宮城県 佐藤　天太郎 シャルムールZ 20

第２２競技　少　　年　トップスコア競技

順位
出場
番号

走行タイム
馬匹
番号

都道府県 選　手　名 馬　　名 得点



10月10日（月） 10:45～　（下見予定時間　10:30～）

１回目 ２回目 ３回目 ４回目

1 福井県 吉村　英喜 カスコ 68

2 鹿児島県 深水　伸平 キングスクロス 162

3 広島県 眞田　凌 ジャレオファンヘットヘーヴェルランド 120

4 神奈川県 杉山　慎一郎 ハッピーサンシャイン 51

5 宮崎県 松田　靖久 エッシャーSB 158

6 宮城県 鈴木　嘉憲 ハマーA.D 17

7 佐賀県 成富　海 コンテッサ 148

8 愛知県 吉川　正人 サンスクリット 79

9 千葉県 福島　大輔 エリーゼ 43

10 北海道 楠木　貴成 センチュリオンZ 1

11 香川県 安田　一彦 ラミール・ドゥ・レヴェル 127

12 大阪府 本田　恵士 ジータ 94

13 茨城県 増山　大治郎 トゥルーク 33

14 山形県 二位関　尭 ピニャ・コラーダ 22

15 栃木県 増山　治夫 キャンベラＺ 181

16 沖縄県 花城　薫 プリンセスユキ 182

17 静岡県 松島　和徳 ハリーポッター・D 75

18 滋賀県 山口　敬介 カムアンドフィール 87

19 奈良県 桝井　俊樹 カルタゲーナ6 103

20 岡山県 三木　康史 クリフ66 114

21 高知県 和田　健太郎 エスプレッソⅡ 138

都道府県 減点
ジャンプオフ

第23競技　成年男子　六段障害飛越競技

選　手　名 馬　　名
出場
番号

馬匹
番号

順位
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