
No. 選 ⼿ ⾺ 匹 No. 選 ⼿ ⾺ 匹
1 林 伸伍 エクゥィスクリアウォーター 1 林 伸伍 ヴェラヌス
2 稗⽥ ⿓⾺ ブラビッシモ 2 北原 広之 ソラヤヴァンヘットトリケルホフ
3 稗⽥ 奈緒⼦ ドン・ルカ 3 稗⽥ ⿓⾺ トレントン
4 瀬理町 芳隆 レグルス 4 松元 崇志 ドゥプロ
5 渡辺 弘 ソル 5 ⿑藤 久未 フルストプレス
6 渡辺 弘 レッドフォード 6 ⽶本 晃⼦ ヴァクリボリィ
7 中村 公⼦ タマラ 7 内⽥ 雄⼀ ビュイック
8 清⽔ 靖⼠ ウィネトゥ 8 有⼭ 哲哉 リフレクションⅠ
9 川端 俊哉 ラムゼス・デアツヴァイタ 9 寺島 博 ロイヤルダンスク

10 ⻄嶋 葉⼦ ルイッジ・コラーニ 10 対⾺ 千晶 フレデリックベルクシュトラーセ
11 伴 孝徳 バイロンエイティーン 11 若杉 博和 サンカーダ
12 畑 科乃 リロイ160 12 稗⽥ 奈緒⼦ バイリス
13 早川 由花 リオストロ 13 早川 由花 ウィンザー
14 池上 彰⼀ ヴェルスファーゴ 14 有⼭ 哲哉 リッチオーネ
15 桜井 亜須歌 ウネスコ 15 坂 卓磨 ロールス
16 ⼩栁 博彦 ヴィスコンティ 16 鈴⽊ 広和 ロジュウェル
17 藤森 祐⼦ フィフティフィフティ 17 陣内 恵理⼦ パーシー
18 林 伸伍 オテロ 18 城 ⿇起⼦ デルニエクリフィア

19 池上 彰⼀ ランチェッロ

第1競技 グランプリ⾺場⾺術競技（予選） 第2競技 インターメディエイトⅠ⾺場⾺術競技（予選）
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No. 選 ⼿ ⾺ 匹 No. 選 ⼿ ⾺ 匹
1 増元 真以⼦ センパーアマーレ 1 稗⽥ ⿓⾺ ダンテ
2 原⽥ 喜市 デミーロ 2 永⾒ ⼀平 ロザリザ
3 稗⽥ 奈緒⼦ ファンタスティコ 3 増元 拓⺒ ファルーシュ
4 稗⽥ ⿓⾺ ファーストレディ 4 番場 よしみ ツイスター
5 林 伸伍 マノレッテ 5 永⾒ ⼀平 ヒストリー
6 前⽥ 諭志 エドワードエクリュ 6 重藤 エディット彬 タベアカトップダンサー
7 稗⽥ 奈緒⼦ ディエゴK・D 7 ⼈⾒ 美代⼦ アルフォンソZ
8 武重 幸喜 フレデリック 8 三宅 勇気 ヴァーデゥルヘイメル
9 福岡 珠緒 ティーダ 9 ⽊村 彩⼦ ウスタルド・ディオール

10 中村 公⼦ ノアプラド 10 武重 幸喜 ワイズガイ
11 杉本 隆雄 ディアマンテ 11 宮本 真⾐ シュヴァルベン・メロディー
12 清⽔ 靖⼠ ディ・ルカ 12 城 ⿇起⼦ ヴィッツボルト
13 岡⽥ ⼀将 ルビーノW 13 可児 淳⼦ ジャズ
14 対⾺ 千晶 フローレシュテルンアーダルベルト 14 伴 美恵⼦ オークローラ
15 川端 俊哉 テッティンガー 15 ⾼⼭ 佐保 三⽇⽉神威
16 川⻄ 勝三 シャルウィダンス 16 篠原 正紀 ウルティモK
17 進藤 義浩 グラキエス 17 韓 鴻濱 シルベンシュタイン
18 増元 拓⺒ ベルロレンス 18 鞆 真⼀ 威⿓
19 ⼩川 尚也 Gロビン 19 松野 哲也 フレミングライト
20 清⽔ 晶⼦ ビブロス 20 佐藤 靖⼦ トップロイヤル
21 ⾼⼭ 佐保 ビオンファンストッペレンボス 21 菅野 圭⼀ P.アレクサンダー
22 増元 拓⺒ ウライアヒープ 22 坂 卓磨 ルイ・ウィリディス
23 ⿑藤 圭介 ウィスパーD 23 中島 康宏 オマハ・デミリー
24 朝野 ⿇⼦ キアーロ・ディ・ルーナ 24 梅室 美江 ルビン・フロイデ
25 ⻄嶋 葉⼦ レゲンデール 25 下村 紀⼦ シュナマーケンズRex
26 永⾒ ⼀平 サンドロナイト
27 ⾼⼭ 佐保 ザレーノ
28 ⼭本 知佳 フィオルッチ
29 深川 由美⼦ エグゼ・ウイナー
30 ⼩池 はるか ロダン

第3競技 セントジョージクラス⾺場⾺術競技（予選） 第4競技 Sクラス⾺場⾺術競技（予選）
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No. 選 ⼿ ⾺ 匹 No. 選 ⼿ ⾺ 匹
1 増元 真以⼦ センパーフィデリス 1 永⾒ ⼀平 フロレンス
2 森 ⾹奈⼦ バルデュ・ドラゴン 2 森 ⾹奈⼦ アンビスキュイ
3 進藤 義浩 ハルララ 3 林 伸伍 ランドフィガロ
4 草薙 達也 ジヴェルニー 4 ⽊村 彩友⼦ ロレンツィオ
5 萩原 克庸 アブソルートファービラス 5 増元 拓⺒ S・ファラオン
6 畑 科乃 パイドロス 6 松下 かんな ラーディ・ヴォンダー
7 ⿑藤 圭介 ファー・イースト 7 岡⽥ ⼀将 エオルス
8 磯村 佳美 バウムバーンスタイン 8 川端 俊哉 ヴァレンティノ
9 髙松 みやび リュミエール 9 ⼩俣 良平 ティムテイラー

10 ⼩池 はるか ナネ 10 城 ⿇起⼦ デルピエロ
11 ⼈⾒ 美代⼦ ソマレッロ 11 紙本 萌々 ハルララ
12 加藤 由美⼦ ゲージスター 12 番場 よしみ ノルマンディア
13 平井 佐和⼦ マレフィセント 13 萩原 克庸 パークビューパナメーラー
14 村井 亮介 リンドバーグ 14 浅野 道⼦ 舞蔵⼈
15 滝川 友⾹⼦ ヴィヴァント・プランス 15 寺井 友理 ユニコ
16 千葉 遥 パスティック 16 永⾒ ⼀平 ロビーニャ
17 篠原 正紀 チャーミーZ 17 喜多村 洋⼦ ワイノット
18 ⽯川 正直 ロイヤルチャームM 18 中島 康宏 アレックス
19 増⽥ 豊 コラーニ 19 城 ⿇起⼦ シュウメイ
20 鈴⽊ 真⽣ レオン・グレンツェント 20 佐々⽊ えり⼦ ブリランテスター
21 喜多村 洋⼦ プッチーニ57 21 ⼩池 はるか ロンジャ
22 ⽮⽥ 祐基 ヒミノトップガン 22 ⼩栁 博彦 レミ・ルイ・ヴィトン
23 喜多村 洋⼦ ザンディゴ 23 ジャスミン・ストレンガー アポロン
24 岩合 薫 如⽉ 24 番場 よしみ ノヴァーリス
25 滝澤 和希 エステファニア 25 杉本 隆雄 スカイロードリー

第5競技 Mクラス⾺場⾺術競技（予選） 第6競技 Lクラス⾺場⾺術競技（予選）


