
順位 選　手 馬　匹 順位 選　手 馬　匹
1 原田　喜市 エジスター 1 原田　喜市 アタニック
2 原田　喜市 フェアリーテイルS 2 増元　拓巳 エドゥーA
3 稗田　奈緒子 ファンタスティコ 3 中村　公子 ディジャズF
4 稗田　龍馬 ファーストレディ 4 工藤　幸矩 フラビオ
5 川端　俊哉 マノレッテ 5 進藤　義浩 グラキエス
6 岡田　一将 ロシェドゥ 6 浅沼　菜穂美 ジャンヌ・ラヴィソント
7 稗田　龍馬 ショコラ・クラシック 7 滝川　友香子 フェルナンド・エス
8 吉澤　和紘 ウィネトゥ 8 吉田　友里恵 レミリア・スペクトル
9 長谷川　雄介 ジンガーノースサイド 9 川端　俊哉 ダイナミック18
10 吉田　友里恵 コンクエスト 10 三宅　勇気 ゼルザーム
11 中村　公子 ドン・ラ・カルロス 11 朝野　麻子 キアーロ・ディ・ルーナ
12 川上　藍 アイテンツ 12 冨川　宏樹 ルポスK
13 杉山　春恵 ロロ 13 鈴木　直人 ファーストオリバー
14 浅沼　菜穂美 ジュビロン 14 杉本　隆雄 バルデュ・ドラゴン
15 安田　小都子 ワイズガイRS 15 初田　理奈 フェルレ
16 小栁　博彦 ヴィスコンティ 16 齊藤　圭介 キリマ
17 加藤　寿幸 オテロ 17 永見　一平 セニョールペペ
18 池上　彰一 ヴェルスファーゴ 18 山本　知佳 フィオルッチ
19 鞆　真一 威龍 19 萩原　克庸 ヴィンキー
20 畑　科乃 リロイ160 20 若杉　博和 ザレーノ

20 吉田　友里恵 ドロップショット
〈予備人馬 4組〉
順位 選　手 馬　匹 〈予備人馬 9組〉
21 柘植　和也 ユネスコ 順位 選　手 馬　匹
22 齋藤　裕己 ドン・コラード 22 白石　和也 エヴァンクール
23 森　幸代 フェアリー 23 杉本　隆雄 ディアマンテ
24 伴　孝徳 ウィスコンシン 24 篠原　正紀 チャーミーZ

25 草薙　真一郎 ドンフロリノ
26 鞆　真一 金斗雲
27 牧野　真弥 ドイ・ドイ・ドイ
28 草薙　真一郎 フェリシティ
29 小栁　博彦 バーンシュタイン
30 下村　紀子 S.レクス
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順位 選　手 馬　匹 〈予備人馬 15組〉
1 デュラン　真弓 ロレット 順位 選　手 馬　匹
2 川端　俊哉 ダイナミック18 31 川端　俊哉 ソラヤ
3 増元　拓巳 センパーロマノフ 32 柘植　和也 シャーク
3 増元　拓巳 フォーカス 33 前島　仁 アドニス・エルガー
5 長谷川　雄介 ヒューゴプリンス 34 城　麻起子 ゼオリエ
6 進藤　義浩 三日月 35 増元　真以子 センパーパラトゥス
7 増元　真以子 センパーフィデリス 36 人見　尚樹 ソマレッロ
8 永見　一平 レディートゥーダンス 37 若杉　博和 アドベンチャー
9 中村　公子 メープルⅡ 38 小渕　英次 セヴィーリア
10 神村　ひより ザリーノ 39 加藤　寿幸 ロビンフッド
11 宮川　一彦 フォージョイ 40 滝川　友香子 エスプレッソ・S
12 高橋　正直 ホーユー 41 中村　ひかり ヒストリー
13 吉田　匡慶 ウィネトゥ 42 石野　綾香 ディージェイ
14 寺島　博 シュトロームベルグ 43 阿部　留美子 ドン・フリオ
15 増元　真以子 マキシマス 44 篠原　正紀 チャーミーZ
16 齋藤　裕己 エフ・アンジェラ 45 岡田　有里 P.ノアール
17 川端　俊哉 バリシュニコフ
18 永見　一平 セニョールペペ
19 照井　駿介 フォンテーヌ・ロザリア
20 金城　友 フィガロM
21 齊藤　久未 桜囁
22 高橋　正直 ジュピター
23 萩原　克庸 ヴィンキー
24 河北　浩峰 ラモン340
24 人見　美代子 ソマレッロ
26 原田　喜市 エイコーンパス
26 森岡　正子 ジョジョ=ビクトール
26 吉田　友里恵 ドロップショット
29 細野　茂之 ブーケファラス
30 内田　雄一 アメイジング

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 15組〉
1 長谷川　雄介 ヒューゴプリンス 順位 選　手 馬　匹
2 荒井　花純 アタニック 31 川口　政弘 ディアマンテ
3 吉田　匡慶 ディ・ルカ 32 江鳩　真也 フェイドア　マンソレイン
4 福岡　珠緒 パイドロス 32 飯田　琉王 レオンハルト
5 森　祐太 トレジャーⅠ 34 石田　洋平 レオエリオット
6 稗田　龍馬 コルトラーダ 35 冨川　宏樹 アヴァンタス
7 原田　喜市 カラード・リトル・フォックス 36 伊藤　真大朗 フィダープリンツ
8 三宅　勇気 ヴァーデゥルヘイメル 37 高山　佐保 三日月神威
9 吉田　友里恵 ドロップショット 38 桃野　亜紀 BUMフルール
10 牛頭　未彩紀 マキシマス 39 岡田　美紀子 ルビーノW
11 吉田　友里恵 ドン・デニーロ 39 滝川　友香子 ジョジョ=ビクトール
12 石川　正直 コロニアK 41 祖父江　友芳 ロレンツォ
13 吉田　真理恵 レミリア・スペクトル 42 新井　野乃花 白雪
14 加藤　寿幸 ダイアモンドダンス 43 松野　哲也 勁松
15 稗田　奈緒子 タルディオ 44 齊藤　圭介 クローネ
16 森　祐太 サトノプログレス 45 牧野　裕子 カスケーダ
17 金城　友 ハイテック
18 伴　美恵子 ウィスコンシン
19 吉﨑　秀幸 シャルム
20 赤松　悠輝 ウインヴィル
21 牧野　真弥 アメイジングスター
22 城　麻起子 エルメロ
23 市川　順子 リバティー
24 長谷川　斉 ロダンテ
25 小川　ゆきえ アポロンウイングス
26 木村　彩子 ドゥラヴァ
27 中村　ひかり ヒストリー
28 小渕　英次 ラ・パピヨン
29 西嶋　葉子 ジョワアース
30 清水　茜 アストロン

第5競技　Sクラス（予選）
（Sクラス　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 15組〉
1 滝川　友香子 エスプレッソ・S 順位 選　手 馬　匹
2 木﨑　亜依 ディエゴ 31 齊藤　圭介 クローネ
3 稗田　奈緒子 テゾーロ 32 岡田　有里 サロッティ・ボレロ
4 村田　諒 ディ・ルカ 33 高山　佐保 シロナ
5 加藤　寿幸 グローブ 34 長谷川　雄介 アイドール
6 加藤　寿幸 ヴァンデイト 35 番場　よしみ ツイスター
7 松宮　淳一 ショコラ・クラシック 36 進藤　義浩 ジーノ・ジェロディ
8 吉田　友里恵 ドン・デニーロ 37 石川　正直 ブリュンヒルト
9 三原　義輝 カールモント 38 市川　順子 リバティー
10 池上　彰一 マグナムフェロー 39 冨川　宏樹 トレジャーハンター
11 照井　駿介 アイゲンアート 40 奥田　実楠 ゾフィエロDE
12 照井　駿介 フュースティン 41 西嶋　葉子 ジョワアース
13 高橋　正直 キングアーサーⅡ 42 永塚　たをり ファーストオリバー
14 永見　牧人 レディートゥーダンス 43 岩合　薫 古都姫
15 松久　武玄 ギーマント 44 杉本　葵生 バルデュ・ドラゴン
15 三宅　勇気 アルマーニアマデオ 45 柘植　和也 ゴールドエクスペリエンス
17 木村　彩友子 ロレンツィオ
18 小河　貴代 アムステルダム
19 吉﨑　秀幸 シャルム
20 飯田　さや ロワ・ドゥ・フィジャック
21 桃野　亜紀 BUMフルール
22 稗田　龍馬 タバルナ
23 岡田　一将 サントーニ
24 長谷川　由佳 フランチェスカ
25 齊藤　圭介 アダマース.M
26 磯村　佳美 バウムバーンスタイン
27 進藤　義浩 アルビン
28 浅川　晴央 ホーリーナイト
29 石川　正直 ロイヤルダンスク
30 石川　正直 コロニアK

第6競技　Mクラス（予選）
（Mクラス　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 15組〉
1 稗田　奈緒子 ソラキン 順位 選　手 馬　匹
2 永見　一平 フロレンス 32 菅野　圭一 純ゼピュロス
3 石川　正直 エニータイムG 33 石原　太輔 ダイム
4 岡田　一将 サントーニ 33 鯨岡　啓輔 ハルプモント
5 塩原　泰三 デフュアスティネルス 35 柘植　勇成 HFLオーランド
6 平賀　秀馬 パイドロス 36 永見　一平 ボンヘッファー
7 照井　駿介 フュースティン 37 水山　大輔 カタクリコ
8 沼田　曜 チョコレートボム 38 木村　彩友子 Mr.ポメロイ
9 平賀　秀馬 エマ・ライツェント 39 小野寺　正二 ヴァーリン・レオ
10 横山　寛朗 エトワール 40 小山　紗英 ハルララ
10 岡田　一将 バニラフレイバー 41 石川　正直 カント・ジュール
12 天久　華 コルトラーダ 42 山守　慎二 ティーエスネオ
13 増元　拓巳 Mr.ポメロイ 43 照井　駿介 ザック
14 大塚　敬仁 BUMユートピア 44 岡本　雅海 ナイトパッション
15 壷井　彩乃 ジキータ 45 稗田　奈緒子 レボルトソ
16 工藤　幸矩 フェアリーテール・イン・ブラック 45 番場　よしみ ノルマンディア
16 中島　悠介 ジョーエクリプス
18 照井　駿介 フェリシアーノ
19 平山　敦子 フロレンシオⅡ
20 長谷川　由加里 プロモントーリオ
21 高瀬　利江子 マルコレール
22 奥田　実楠 ゾフィエロDE
23 長谷川　雄介 アイドール
24 小森　万愛 ヴィルジニア
25 渡邉　裕佳 フランソワ
26 西嶋　大河 ジョワアース
27 齊藤　圭介 クローネ
28 増元　拓巳 フィリベール
28 牛田　圭 ミスター・ファンタスティック
30 坂田　憲弘 マタドール
30 渡邉　裕佳 ラネック

第7競技　Lクラス（予選）
（Lクラス　人馬ランキング　出場枠30人馬）
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	まとめ（正）

