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順位 選　手 馬　匹 順位 選　手 馬　匹
1 川端　俊哉 バリシュニコフ 1 前島　仁 ケイ
2 齋藤　裕己 ウィルアイリス 2 武重　幸喜 フリューゲル
3 柘植　和也 パープルサンバ 3 高山　佐保 三日月神威
4 高山　佐保 三日月神威 4 七瀬　大 アニーロリー
5 金井　仁 アイティトップ 5 有山　哲哉 オフィシェ
6 鞆　真一 金斗雲 6 鈴木　直人 バイオレットアロー
7 甲斐　琢磨 麗雅椎 7 杉本　隆雄 アルディス
8 森　幸代 フェアリー 8 永見　一平 エレガントブラック
9 池上　彰一 スターキング 9 柘植　和也 カフェヴィータ

10 冨川　宏樹 タクト 10 野崎　啓介 ブルーアロー
11 岩合　薫 ロードパンサー 11 番場　よしみ イルテア
12 有山　哲哉 ノルマンディ 12 西嶋　葉子 ジーニアス
13 畑　岳人 ナスキージョエル 13 森　祐太 デジタルハーツ
14 坂　卓磨 エスプレッソ 14 浦崎　睦 レッドサーパス
15 池上　彰一 ノバチャン 15 桜井　尚子 ブレイブファイト

16 岩合　薫 ロードパンサー
〈予備人馬 上位3組〉 17 斉藤　笑夏 ローツェ
順位 選　手 馬　匹 18 杉本　晃美 ガーネット・ドルチェフィオーレ

16 牧野　真弥 麗 19 入倉　夏子 ランピー
23 野村　ひすい グローリー 20 小原　竹博 スカイディグニティ
24 森　祐太 ル・シェルクレール

〈予備人馬 上位5組〉
順位 選　手 馬　匹

21 武智　洋子 ヴィスコンティ
22 武田　亜紀 ラフィナート
23 渡辺　裕子 フローラ
24 望月　純二 鳴鶴
25 畑　岳人 ナスキージョエル
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順位 選　手 馬　匹
1 冨川　宏樹 トレジャーハンター 順位 選　手 馬　匹
2 鈴木　直人 オリヴァー 36 井沢　由紀子 ヴィクトスラートⅡ
3 川端　俊哉 マヤノライジン 37 内藤　一洋 TCCプロジェクト
4 前島　仁 ヴァーチェ 38 入倉　夏子 ランピー
5 増元　拓巳 コスモヘレノス 39 田所　俊輔 レッドラム
6 有山　哲哉 オフィシェ 40 佐原　雅子 インフィオラーレ
7 樫木　俊 空 41 松元　明子 ココ・ショコラ
8 宮田　道子 カーティス 42 鈴木　麻衣子 ギャルソン
9 西嶋　葉子 ジーニアス 43 中島　大介 エポレット

10 飯多　亮 アールグレイ 44 湯浅　理恵子 アキレス・ファースト
11 柏原　由恵 チャーリー 45 中尾　昌代 アカウンタビリティ
12 相川　雅紀 スイートアイリス 46 川口　政弘 レ・デルネーロ
13 西脇　文泰 ガンジス 47 森　美穂 カレン
14 工藤　幸矩 ブルネレスキ 48 永川　佐和美 フェイヴァー
15 草薙　真一郎 レンブラントⅣ 49 森岡　正子 パトリック・ライアン
16 高島　香 メディーナ 50 鶴丸　邦彦 ツルマルノホシ
17 井上　元 プリンスチャーミング
18 萩原　克庸 パークビューパナメーラー
19 長谷川　斉 モゥガス
20 市川　順子 リバティー
21 岩合　薫 古都姫
22 柿本　早紀 プリンシパル
23 上妻　和道 クリプトグラム
24 菅谷　羽衣音 メジロダッチェス
25 杉山　春恵 ウィニー
26 立堀　博嗣 トリックスター
27 富塚　優香 ディー・エース
28 牧野　真弥 麗
29 本郷　晶子 メイショウミルキー
30 東南　典子 シルク
31 番場　よしみ スーパーボルト
32 日野　真紀 キャンディー
33 越後　りの セプタードアイル
34 芝　亜希子 アルディス
35 沼田　曜 ぽっくるくん

第3競技　内国産馬Mクラス馬場馬術競技
（Mクラス（内国産）人馬ランキング　出場枠35人馬）

〈予備人馬 上位15組〉
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順位 選　手 馬　匹
1 岡田　一将 エオルス 順位 選　手 馬　匹
2 戸島　春乃 ジヴェルニー 36 浅川　晴央 サトノパテック
3 野村　ひすい ブラックマイスター 36 佐藤　英樹 ゴールデンハイディ
4 長谷川　雄介 サカジロスイセイ 38 細野　茂之 デルモ
5 寺島　博 クッキードール 38 鞆　真一 プンジャルレヴァンガ
6 高島　香 メディーナ 40 飯多　亮 ロイヤルミルクティー
7 飯多　亮 アールグレイ 41 森　幸代 マイソルジャー
8 岡本　真理 キューティーモモ 42 堀口　礼奈 スカイディグニティ
9 吉﨑　秀幸 ミレッジ 43 今井　佳奈 ビエントヌエボー

10 花澤　茂之 アイティーバトル 44 觧良　徳子 ペトルス
11 佐々木　愛 クリスティーナ 45 佐藤　英樹 カデット
12 長谷川　斉 プロモントーリオ 46 関　拓真 ビッツェル
12 三原　義輝 マイネルアンブル 47 長谷川　雄介 アクトローズ
14 中島　悠介 アーサマジョル 48 小泉　卓次 ミッドウエイチャーム
15 寺島　博 ウィンドミルアンダーザサン 49 稲葉　紫真 ミレッジ
16 森　祐太 サファイア・ブルー 50 柏原　由恵 アルバ.K
17 冨川　宏樹 ティーエスラムール
18 中島　悠介 ジョーエクリプス
19 湯浅　七海 フリューゲル
20 西崎　充郎 ミタカキイタカ
21 石川　愛理 トップスヴァローグ
22 湯浅　磨里 フェアリードール
23 野崎　啓介 ラインハルト
23 井上　元 プリンスチャーミング
25 内田　裕之 バージェス
25 渡辺　華代子 ラパンアジール
27 鞆　真一 テイエムオオタカ
28 可児　淳子 アブラカダブラ
29 岡田　奈津子 ドン・カルロ
30 宮田　道子 レデントーレ
31 祖父江　友芳 ヤルタ
32 番場　よしみ トゥールモンド
33 永見　一平 コスモオムニス
34 菅谷　羽衣音 ヴェント・レジェーロ
35 酒井　法子 レオナイト

第4競技　内国産馬Lクラス馬場馬術競技
（Lクラス（内国産）人馬ランキング　出場枠35人馬）

〈予備人馬 上位15組〉
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