
順位 選　手 馬　匹 順位 選　手 馬　匹
1 中村　公子 メープルⅡ 1 新井　野乃花 白雪
2 川端　俊哉 バリシュニコフ 3 柘植　和也 ゴールドエクスペリエンス
3 清水　靖士 サトノオマージュ 4 高山　佐保 三日月神威
4 鈴木　直人 たい助 5 細川　映里香 オリヴァー
5 岩合　薫 古都姫 6 宮田　道子 カーティス
6 西脇　文泰 サトノカイザー 7 前島　仁 ヴァーチェ
7 森　祐太 ル・シェルクレール 8 清水　靖士 サトノオマージュ
8 池上　彰一 スターキング 9 柏原　由恵 チャーリー
9 高山　佐保 三日月神威 10 高島　香 メディーナ

10 前島　仁 ケイ 11 木村　美紀子 レナードブレイヴ
11 鞆　真一 ランスロット 12 鞆　真一 テイエムオオタカ
12 北原　広之 ディサイファ 13 山科　智 ヴィアポンタッチオ
13 金井　仁 アイティトップ 14 畑　岳人 ユキノグレース
14 草薙　真一郎 レンブラントⅣ 15 宮田　道子 レデントーレ
15 野崎　啓介 ブルーアロー 16 山田　英恵 ハピネスフォージンジャー
16 有山　哲哉 オフィシェ 17 川村　駿平 タクト
17 西嶋　大河 アイリス 18 沼田　曜 ぽっくるくん
18 森　幸代 フェアリー 19 海宝　久敬 タカラミルフィーユ
19 森岡　正子 Beフェリーチェ 20 池上　彰一 ラッキーバタフライ
20 小栁　博彦 ヴィスコンティ 21 長谷川　誠 ハシャ

〈リザーブ人馬 上位6組〉 〈リザーブ人馬 上位3組〉
順位 選　手 馬　匹 順位 選　手 馬　匹

21 浦崎　睦 レッドサーパス 22 髙橋　恵子 ディーエスレイザー
22 近藤　舞宝 ヤマニンガーゴイル 23 三宮　司 タカラジェンヌ
23 豊田　穣 ビッツェル 24 三宮　司 ジェニーブラック
24 高山　眞紀子 トルベジーノ・アルタス
25 関戸　大介 エポレット
26 内藤　一洋 TCCプロジェクト
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順位 選　手 馬　匹
1 稗田　龍馬 タバルナ 順位 選　手 馬　匹
2 冨川　宏樹 トレジャーハンター 37 齋藤　由香 サムライ・ウィル
3 柿﨑　絵理 テオドール・ウィル 38 本山　正樹 ミラクルバローズ
4 岡田　一将 バニラフレイバー 39 安川　礼子 ブルネレスキ
5 増元　拓巳 コスモヘレノス 40 塚本　結芽 ピンクロゼ
6 寺島　博 クッキードール 41 蝦名　美津留 グァルネリ
7 進藤　義浩 クリスティーナ 42 青木　史子 ソクラテス
8 萩原　克庸 アンジュアパリシオ 43 平嶋　浩美 ジュエル
9 平野　羽衣音 ヴェント・レジェーロ 44 関口　公平 プレミアクラウン

10 渡邉　美智 チャーリー 45 木谷　奈津子 ディクシーランド
11 小川　尚也 カーズ 46 中根　いずみ エベン
12 山科　智 ヴィアポンタッチオ
13 岡本　雅海 キューティーモモ
14 木村　美紀子 レナードブレイヴ
15 岩合　薫 ダノンヒデキ
16 齊藤　圭介 宇宙
17 清水　靖士 サトノオマージュ
18 齋藤　敏彦 クリスタルソックス
19 須田　恭子 アスティ
20 西嶋　葉子 ジャンティーユ
21 内田　裕之 バージェス
22 田中　亮介 アーレントK
23 中岡　義晴 デコレート
23 沖廣　諒一 ティーエスラムール
25 東南　典子 シルク
26 田中　拓磨 スカイディグニティ
27 皆内　清美 ロードパンサー
28 相川　雅紀 フィフティファイブ
29 入倉　夏子 ランピー
30 金井　仁 ショコラ
31 田所　俊輔 ファタモルガーナ
32 大塚　敬仁 BUMファルコン
33 木村　郁実 サンサンノルディーク
35 三宮　司 タカラジェンヌ
36 豊田　穣 ビビアンムール

（Mクラス（内国産）人馬ランキング　出場枠35人馬）
〈リザーブ人馬 上位10組〉

第3競技　内国産馬Mクラス馬場馬術競技
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順位 選　手 馬　匹
1 岡田　一将 バニラフレイバー 順位 選　手 馬　匹
2 進藤　義浩 サクラスラート 37 高山　幸子 モアザンソニック
3 長谷川　由加里 プロモントーリオ 37 根本　光希 オムニバス
4 水山　大輔 カタクリコ 39 大浦　沙耶香 クレーヴェル
4 畑　科乃 ティノラヴァー 40 進藤　千聖 フリーデンシャネル
6 関戸　大介 ブレイヴ・パーシアス 41 西嶋　大河 ジャンティーユ
7 小野寺　正二 ヴァーリン・レオ 42 棗　光男 サンドラ
8 田中　頌平 ハイヤーゾーン 43 乙田　敏城 アニモ
9 渡邉　美智 チャーリー 44 山田　聡子 ロビン8

10 宮田　道子 ベルンシュタイン 45 田中　拓磨 舞華
11 山守　慎二 ティーエスネオ 46 水田　愛麗 ステラマリス
12 進藤　義浩 ウイスパー 48 本山　正樹 ヴィスタ
13 中島　信行 フライトリーダー 48 佐藤　昌和 ミカエル
14 岡本　雅海 キューティーモモ 50 西嶋　大河 アプロディーテ
15 齋藤　勇実 オーキッドウィル 51 梅澤　舞華 トリレンマ
16 鈴江　理奈 きさらぎ 52 山田　聡子 アスピラスィオン
17 関　美雪 フェアリードール 52 市川　真衣 マジックキングダム
17 磯村　佳美 モン・ミエール 54 角田　美優 ディオ・デ・ラクア
19 金井　仁 ミュゼエイリアン
20 野村　ひすい ブラックマイスター
21 浅川　晴央 ティニータイニー
22 萩原　克庸 アンジュアパリシオ
23 岡本　真理 キューティーモモ
24 梅澤　舞華 ストロングタイタン
25 川越　亮子 トガシカノープス
26 岡本　雅海 ミスラスプーチン
27 木原　義人 ロックンロール
28 粟澤　守 レディー・フィンガー
29 沖廣　諒一 エクストラゴールド
30 池田　真理 エーティーサンダー
30 内田　裕之 シュウチョウ
32 鶴見　慎樹 メガポリゴン
33 川田　大貴 サカジロスイセイ
34 平野　羽衣音 スタープラチナ
35 加藤　寿幸 アフラマズダー
35 松本　康介 ルフィ

〈リザーブ人馬 上位17組〉

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）
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