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順位 選　手 馬　匹 順位 選　手 馬　匹
1 渡辺　弘 レッドフォード 1 林　伸伍 ヴェラヌス
2 稗田　奈緒子 ドン・ルカ 2 林　伸伍 マノレッテ
3 稗田　龍馬 ファーストレディ 3 岡田　一将 ロシェドゥ
4 渡辺　弘 ソル 4 浅沼　菜穂美 ジャンヌ・ラヴィソント
5 対馬　千晶 ブラビッシモ 5 朝野　麻子 キアーロ・ディ・ルーナ
6 吉田　友里恵 プッシュキン 6 杉山　春恵 ゲージスター
7 西嶋　葉子 ルイッジ・コラーニ 7 齊藤　久未 フルストプレス
8 西嶋　葉子 レゲンデール 8 稗田　龍馬 トレントン
9 川端　俊哉 ラムゼス・デアツヴァイタ 9 前田　諭志 エドワードエクリュ
10 池上　彰一 ヴェルスファーゴ 10 清水　靖士 ソラヤヴァンヘットトリケルホフ
11 伴　孝徳 バイロンエイティーン 11 有山　哲哉 リフレクションⅠ
12 畑　科乃 リロイ160 12 清水　靖士 ウィネトゥ
13 前澤　和夫 ベックス 13 杉本　隆雄 ディアマンテ
14 桜井　亜須歌 ユネスコ 14 松元　崇志 ドゥプロ
15 鈴木　広和 アルゼンティーナ 15 井原　正俊 ジャスティー
16 藤森　祐子 フィフティフィフティ 16 可児　淳子 ディエゴK・D
17 稗田　龍馬 ブラビッシモ 17 若杉　博和 ビオンファンストッペレンボス
18 稗田　奈緒子 ファンタスティコ 18 梅室　美江 ルビン・フロイデ
24 山下　敦夫 ゼオリエ 19 坂　卓磨 ロールス

20 冨川　宏樹 ファーストオリバー
〈予備人馬 なし〉

〈予備人馬 11組〉
順位 選　手 馬　匹
21 城　麻起子 デルニエクリフィア
22 三好　由里子 ラ・パピヨン
23 人見　尚樹 アヴァロン
24 中田　英二 リッチオーネ
25 早川　由花 ウィンザー
26 牧野　孝喜 アメイジングスター
27 稗田　奈緒子 ファンタスティコ
28 武重　幸喜 フレデリック
29 対馬　千晶 フレデリックベルクシュトラーセ
30 浅川　晴央 ユニコ
31 森　祐太 リッター・シュヴァルツ
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〈出場権利獲得人馬（内国産馬場馬術選手権第1～3位）〉
１ 川端　俊哉 バリシュニコフ
2 齋藤　裕己 ウィルアイリス
3 工藤　幸矩 カノン

順位 選　手 馬　匹 〈予備人馬 11組〉
1 稗田　龍馬 ファーストレディ 順位 選　手 馬　匹
2 林　伸伍 ザリーノ 32 古賀　千尋 アンパイア
3 岡田　一将 ベルフェデア 33 木村　彩子 ウスタルド・ディオール
4 稗田　龍馬 フェリシダ 34 可児　淳子 ジャズ
5 高橋　正直 ルーベンス 35 高山　佐保 三日月神威
6 稗田　奈緒子 ファンタスティコ 36 深川　由美子 ノアプラド
7 齊藤　圭介 ウィスパーD 37 甲斐　琢磨 麗雅椎
8 川端　俊哉 ハディントン 38 可児　淳子 ディエゴK・D
9 杉谷　幾里 ユニティー 39 高橋　恵 ラ・ルース
10 川西　勝三 シャルウィダンス 40 寺島　博 フェアリードール
11 増元　拓巳 ウライアヒープ 41 森　祐太 ル・シェルクレール
12 武重　幸喜 フレデリック 42 岡本　真理 アルマンジャック
13 増元　拓巳 エドゥーA
14 萩原　克庸 ヴィンキー
15 安田　小都子 アンヴローズI
16 山本　知佳 フィオルッチ
17 岡田　一将 ドンミーロ
18 工藤　幸矩 フラビオ
19 福岡　珠緒 ティーダ
20 進藤　義浩 グラキエス
21 冨川　宏樹 アイテンツ
22 若杉　博和 アドベンチャー
23 深川　由美子 エグゼ・ウイナー
24 加藤　寿幸 B・スペシャル
26 上村　まゆみ デミーロ
27 柘植　和也 パープルサンバ
28 中田　晴香 オマハ
29 三好　由里子 ガレノス
30 岡田　有里 P.ノアール
31 西嶋　葉子 レゲンデール

第4競技　セントジョージクラス（予選）

（セントジョージ　人馬ランキング　出場枠30人馬）
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順位 選　手 馬　匹 順位 選　手 馬　匹
1 増元　真以子 センパーフィデリス 1 松平　美香 デーモンヒルJr.
2 永見　一平 ヒストリー 2 小泉　大地 リフレクション
3 岩合　薫 アリーバ・デ・ヘルマ 3 高橋　正直 デューンK
4 進藤　義浩 三日月 4 石川　正直 ロイヤルチャームM
5 福岡　珠緒 パイドロス 6 齊藤　圭介 ファー・イースト
6 番場　よしみ ツイスター 7 武重　幸喜 クロイコ
7 吉田　友里恵 バレスティーノ 8 小河　貴代 フェリシダ
8 人見　美代子 アルフォンソZ 9 加藤　由美子 ゲージスター
9 長谷川　雄介 アストロン 10 高山　佐保 シロナ
10 宮川　一彦 フォージョイ 11 岩合　薫 如月
11 阿部　留美子 ドン・フリオ 12 萩原　克庸 アブソルートファービラス
12 野村　ひすい 神楽 13 原田　実和 ベッカム
14 金井　仁 ウッドストック 14 伴　美恵子 オークローラ
15 城　麻起子 ヴィッツボルト 15 古川　芙三子 クレア・デ・ルネ
16 宮本　真衣 モーツァルト 16 沖廣　諒一 ダイアモンドメーカー
17 伴　孝徳 サンテ 17 進藤　義浩 ジーノ・ジェロディ
18 滝川　友香子 ヴィヴァント・プランス 18 篠原　正紀 チャーミーZ
19 市川　順子 グラン・リュアード 19 日高　萌 ゼピュロス
20 加藤　由美子 ゲージスター 20 森迫　光介 イビナ
21 篠原　正紀 ウルティモK 21 松井　郁子 フローレシュテルンアーダルベルト
22 前島　仁 ケイ 22 伊藤　真大朗 ロザリザ
23 人見　美代子 ソマレッロ 23 磯村　佳美 バウムバーンスタイン
24 石原　太輔 ダータニアン 24 岡田　有里 サロッティ・ボレロ
25 中島　康宏 オマハ・デミリー 25 対馬　千晶 ヴィヴァルディ
26 宮本　真衣 シュヴァルベン・メロディー 26 浅野　道子 舞蔵人

〈予備人馬 12組〉 〈予備人馬 14組〉
順位 選　手 馬　匹 順位 選　手 馬　匹
27 岡田　美紀子 ルビーノW 27 塙　則夫 フレデリックベルクシュトラーセ
28 杉尾　美真理 シャキーラB 28 齊藤　圭介 スペクタビリス
29 森迫　光介 スノーダンサー 29 柿本　早紀 プリンシパル
30 長谷川　雄介 ブルネレスキ 30 柘植　和也 シャーク
31 高山　佐保 三日月神威 31 番場　よしみ ノルマンディア
32 西嶋　葉子 アイリス 32 村井　亮介 リンドバーグ
33 鞆　真一 威龍 34 樫木　俊 空
34 三宅　勇気 ヴァーデゥルヘイメル 35 岩合　薫 コートニー
35 梅室　美江 ルビン・フロイデ 36 寺井　友理 ユニコ
36 菅原　権太郎 桜頂 37 永見　一平 エレガントブラック
37 冨川　宏樹 アヴァンタス 38 藤田　香織 ザレーノ
38 稗田　奈緒子 シルク 39 鈴木　真生 レオン・グレンツェント

40 喜多村　洋子 ワイノット
41 中川　薫 モンシラーツ

第5競技　Sクラス（予選） 第6競技　Mクラス（予選）
（Sクラス　人馬ランキング　出場枠25人馬） （Mクラス　人馬ランキング　出場枠25人馬）
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順位 選　手 馬　匹 〈予備人馬 22組〉
1 齋藤　裕己 エフ・アンジェラ 順位 選　手 馬　匹
2 永見　一平 フロレンス 26 滝川　友香子 ヴィルジニア
3 田原　まや フロレンス 27 吉﨑　秀幸 ミレッジ
4 稗田　奈緒子 タルヴァンゴ 28 ジャスミン・ストレンガー チャーミーZ
5 柘植　和也 HFLオーランド 29 西脇　文泰 ガンジス
6 滝川　友香子 ジオン 30 小久保　利巧 サトノプログレス
7 永見　一平 ロビーニャ 31 菅野　圭一 リュミエールドゥフォレ
8 木村　彩友子 ロレンツィオ 32 伊藤　遥 ホーユー
9 松下　かんな ラーディ・ヴォンダー 33 佐藤　英樹 カデット
10 岡田　一将 エオルス 34 石川　正直 エニータイムG
11 増田　豊 マイソルジャー 36 塩原　泰三 ファルーシュ
12 石田　洋平 カールモント 37 内藤　一洋 プロジェクト
13 浅野　道子 舞蔵人 38 岡本　真理 アルマンジャック
14 太田　美奈子 ユニカート 39 柿﨑　絵理 ウィルクレバー
15 寺島　博 クッキードール 40 髙松　優希 ブリリアントV
16 高島　香 メディーナ 41 城　寿文 レヴィー
17 戸島　春乃 ジヴェルニー 42 有田　鼓太郎 ラ・ボニータ
18 城　麻起子 デルピエロ 42 永見　一平 コスモオムニス
19 祖父江　友芳 ロレンツォ 44 鈴木　直人 オリヴァー
20 田仲　三世子 如月 45 宮田　道子 カーティス
21 畑　科乃 カタクリコ 47 浅川　晴央 フリーデンシャネル
22 飯多　亮 アールグレイ 47 中島　大介 アンビスキュイ
23 岡本　雅海 ナイトパッション 47 小川　ゆきえ アポロンウイングス
24 柘植　和也 ザッハトルテ
25 ジャスミン・ストレンガー アポロン

（Lクラス　人馬ランキング　出場枠25人馬）
第7競技　Lクラス（予選）


	まとめ（正）

