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順位 選　手 馬　匹 順位 選　手 馬　匹
1 原田　喜市 エジスター 1 林　伸伍 ヴェラヌス
2 稗田　奈緒子 リアンナルド 2 原田　喜市 アタニック
3 稗田　奈緒子 ファンタスティコ 3 清水　靖士 ソラヤヴァンヘットトリケルホフ
4 川端　俊哉 ハディントン 4 稗田　龍馬 トレントン
5 林　伸伍 パヴァロッティ 5 杉山　春恵 ゲージスター
6 清水　靖士 ウィネトゥ 6 川端　俊哉 マノレッテ
7 渡辺　弘 レッドフォード 7 増元　拓巳 エドゥーA
8 稗田　龍馬 ファーストレディ 8 加藤　寿幸 D・ダビドフ
9 瀬理町　芳隆 アリーバ・デ・ヘルマ 9 朝野　麻子 キアーロ・ディ・ルーナ
10 対馬　千晶 ブラビッシモ 10 進藤　義浩 グラキエス
11 山下　敦夫 ゼオリエ 11 福岡　珠緒 ティーダ
12 西嶋　葉子 レゲンデール 12 福岡　珠緒 ドン・ルカ
13 柘植　和也 ユネスコ 13 若杉　博和 ビオンファンストッペレンボス
14 加藤　寿幸 ラムゼス・デアツヴァイタ 14 山本　知佳 フィオルッチ
15 冨川　宏樹 アイテンツ 15 白石　和也 エヴァンクール
16 西嶋　葉子 ルイッジ・コラーニ 16 鈴木　広和 ロジュウェル
17 畑　科乃 リロイ160 17 城　麻起子 デルニエクリフィア
18 池上　彰一 ヴェルスファーゴ 18 可児　淳子 ディエゴK・D
19 下田　晃裕 オテロ 19 三好　由里子 ラ・パピヨン
20 齋藤　裕己 ドン・コラード 20 金井　仁 リフレクションⅠ

〈予備人馬 9組〉 〈予備人馬 16組〉
順位 選　手 馬　匹 順位 選　手 馬　匹
21 前澤　和夫 ベックス 21 梅室　美江 ルビン・フロイデ
25 林　伸伍 ハディントン 23 増元　拓巳 ウライアヒープ
26 川端　俊哉 ラムゼス・デアツヴァイタ 24 遠藤　篤 ゼット
28 岡田　一将 ロシェドゥ 25 浅川　晴央 ユニコ
29 渡辺　弘 ソル 26 番場　よしみ ツイスター
31 伴　孝徳 バイロンエイティーン 27 林　伸伍 マノレッテ
32 川端　俊哉 ディノグランデ 28 岡田　一将 ロシェドゥ
35 稗田　奈緒子 ドン・ルカ 29 稗田　奈緒子 ファンタスティコ
36 吉田　友里恵 ピート 30 浅沼　菜穂美 ジャンヌ・ラヴィソント

31 稗田　龍馬 ファーストレディ
32 齊藤　圭介 ウィスパーD
33 牧野　孝喜 ドイ・ドイ・ドイ
34 石野　綾香 ビビッド
35 寺島　博 ロイヤルダンスク
36 長谷川　雄介 アストロン
37 井原　正俊 ジャスティー

（インターⅠ　人馬ランキング　出場枠20人馬）
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第1競技　全日本馬場馬術選手権 第3競技　インターメディエイトⅠクラス（予選）  
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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 金井　仁 アイティトップ

順位 選　手 馬　匹 〈予備人馬 15組〉
1 原田　喜市 チンチャンK 順位 選　手 馬　匹
2 林　伸伍 エルメロ 33 安田　小都子 クィーン・アマテラス
3 稗田　龍馬 ショコラ・クラシック 34 清水　知彦 ビブロス
4 川端　俊哉 ソラヤ 35 岩合　薫 ワンダーガール
5 齊藤　圭介 ウィスパーD 36 篠原　正紀 ウルティモK
6 林　伸伍 ディノグランデ 37 沖廣　諒一 エステファニア
7 増元　真以子 センパーパラトゥス 38 古賀　千尋 アンパイア
8 中村　公子 ディジャズF 39 深川　由美子 ウイナー・プラド
9 増元　真以子 センパーフィデリス 41 鞆　真一 金斗雲
10 永見　一平 セニョールペペ 42 木村　彩子 ウスタルド・ディオール
11 中村　公子 BUMビュイック 43 高山　佐保 三日月神威
12 永見　一平 ヒストリー 44 甲斐　琢磨 麗雅椎
13 杉谷　幾里 ユニティー 45 森　幸代 フェアリー
14 渡辺　さつき ウィルソン 46 池上　彰一 スターキング
15 工藤　幸矩 フラビオ 47 冨川　宏樹 タクト
17 萩原　克庸 ヴィンキー 48 丹野　里香 B・スペシャル
18 白石　和也 エヴァンクール
19 宮川　一彦 フォージョイ
20 進藤　義浩 三日月
21 川西　勝三 シャルウィダンス
22 人見　美代子 ソマレッロ
23 上村　まゆみ デミーロ
24 若杉　博和 アドベンチャー
25 阿部　留美子 ドン・フリオ
27 石野　綾香 ビビッド
28 岡田　有里 P.ノアール
29 金井　仁 ウッドストック
30 遠藤　篤 ゼット
31 高山　佐保 ザレーノ
32 若杉　博和 ザレーノ

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 〈予備人馬 18組〉
1 原田　喜市 カラード・リトル・フォックス 順位 選　手 馬　匹
2 増元　拓巳 デフュアスティネルス 26 岡田　美紀子 ルビーノW
3 平永　健太 ファーストオリバー 27 伊藤　真大朗 ロザリザ
4 福岡　珠緒 パイドロス 28 七瀬　大 アニーロリー
5 冨川　宏樹 アヴァンタス 29 有山　哲哉 オフィシェ
6 進藤　義浩 ジーノ・ジェロディ 30 韓　鴻濱 ベルフェデア
7 杉尾　美真理 シャキーラB 31 鈴木　直人 バイオレットアロー
8 武重　幸喜 フリューゲル 32 杉本　隆雄 アルディス
9 三宅　勇気 ヴァーデゥルヘイメル 33 藤田　香織 ザレーノ
10 清水　知彦 ビブロス 34 吉野　章子 ヴェント
11 篠原　正紀 チャーミーZ 35 遠山　裕香里 ウェブスターSTL
12 前島　仁 ケイ 36 浦崎　睦 レッドサーパス
13 小森　薫子 フラビオ 37 入倉　克巳 レガメント
14 浦野　ひかり リコット 38 佐々木　えり子 ランドヴァリアンド
15 荒井　花純 アタニック 39 野崎　啓介 ブルーアロー
16 森迫　光介 イビナ 40 森　祐太 デジタルハーツ
17 祖父江　友芳 ロレンツォ 41 岩合　薫 如月
18 加藤　由美子 ゲージスター 42 西嶋　葉子 ジーニアス
19 下村　紀子 S.レクス 43 片山　奈那美 サンドロナイト
20 松野　哲也 勁松
21 桜井　尚子 ラフマニノフ
22 永見　一平 エレガントブラック
23 山崎　優希 エルマーⅠ
24 岩合　薫 ロードパンサー
25 番場　よしみ ツイスター

第5競技　Sクラス（予選）
（S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 20組〉
1 川端　俊哉 ローゼンタールヴェルサーチ 順位 選　手 馬　匹
2 齋藤　裕己 エフ・アンジェラ 26 田中　美帆 ドンミーロ
3 吉永　一篤 パイドロス 27 岡田　有里 サロッティ・ボレロ
4 中村　公子 エモラ 28 沖廣　諒一 ダイアモンドメーカー
5 永見　一平 フロレンス 29 前島　仁 ヴァーチェ
6 石川　正直 ロイヤルチャームM 30 高橋　恵 ラ・ルース
7 清水　梓 三日月 31 中田　晴香 オマハ
8 牧野　裕子 カスケーダ 32 加藤　幸乃 ラルゴ
9 冨川　宏樹 トレジャーハンター 33 増元　拓巳 コスモヘレノス
10 鈴木　慶子 トレジャーⅠ 34 ジャスミン・ストレンガー チャーミーZ
11 滝川　友香子 ジオン 35 城　麻起子 デルピエロ
12 磯村　佳美 バウムバーンスタイン 36 高山　佐保 シロナ
13 牛頭　未彩紀 マキシマス 37 伊藤　遥 ホーユー
14 松下　奈穂 リンドバーグ 38 吉田　真理恵 レミリア・スペクトル
15 加藤　寿幸 ヴァレンティノ 39 吉﨑　秀幸 シャルム
16 西脇　友彦 プッチーニ57 40 市川　順子 リバティー
17 鈴木　直人 オリヴァー 41 松本　早苗 カルロ
18 長谷川　雄介 フランチェスカ 42 石田　洋平 カールモント
19 川端　俊哉 マヤノライジン 43 浦野　ひかり リコット
20 柘植　和也 シャーク 44 岩合　薫 古都姫
21 三宅　勇気 ヴァーデゥルヘイメル 45 有山　哲哉 オフィシェ
22 田村　真悠 ロゼル
23 杉本　隆雄 ロナー
24 原田　実和 ベッカム
25 松井　郁子 フローレシュテルンアーダルベルト

第6競技　Mクラス（予選）
（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 23組〉
1 稗田　奈緒子 タルディオ 順位 選　手 馬　匹
2 寺島　博 フェデリカ 26 高木　友美 ロビーニャ
3 永見　牧人 フロレンス 27 小山　紗英 ハルララ
4 滝川　友香子 ヴィルジニア 28 澤田　千春 ランドフィガロ
5 滝川　友香子 ジオン 29 山田　聡子 アドマル・サリー・邂
6 長谷川　雄介 アイドール 30 細野　光 アポロン
7 木村　彩友子 ロレンツィオ 31 城　寿文 ヴィッツボルト
8 塩原　泰三 ファルーシュ 32 花澤　茂之 アイティーバトル
8 奥田　実楠 ゾフィエロDE 33 番場　よしみ ファンタスティコXXX
10 永見　一平 ロビーニャ 34 佐々木　愛 クリスティーナ
11 木下　千里 ボニータ 35 森　祐太 サファイア・ブルー
12 岡田　一将 エオルス 35 長谷川　斉 プロモントーリオ
13 岡本　真理 シンフォニー 35 三原　義輝 マイネルアンブル
13 飯多　亮 アールグレイ 38 渡邉　裕佳 ウィリーウォンカ
15 永見　一平 ペルレンフェ 39 寺島　博 ウィンドミルアンダーザサン
15 柘植　和也 HFLオーランド 40 鶴見　慎樹 マルス
17 杉本　晃美 ロナー 41 杉尾　美真理 ザピオン
18 石川　正直 エニータイムG 42 加藤　久典 モリオン
19 古山　賀奈子 ワイノット 43 臼田　萌美 ドリームガール
20 岡本　真理 キューティーモモ 44 冨川　宏樹 ティーエスラムール
21 浅野　道子 舞蔵人 45 岡本　雅海 ナイトパッション
21 野村　ひすい ブラックマイスター 46 中島　悠介 ジョーエクリプス
23 岩合　薫 如月 47 沼田　曜 チョコレートボム
24 祖父江　友芳 ヤルタ 48 永見　一平 コスモオムニス
25 岩城　玲子 リュシータ

（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）

