
順位 選　手 馬　匹 順位 選　手 馬　匹
1 吉田　友里恵 ドロップショット 1 古山　賀奈子 ワイノット
2 福岡　珠緒 ティーダ 2 日高　凱斗 デミーロ
3 楠本　將斗 桜陽 3 橋内　雪花 ギャビデルギャビVCG
4 福岡　珠緒 ショコラ・クラシック 4 西嶋　大河 ジョワアース
5 吉田　真理恵 レミリア・スペクトル 5 江上　渦 ソラヤ
6 横山　寛朗 ディジャズF 6 渡邉　心 ジキータ
7 古川　澪 ザリーノM 7 古山　賀奈子 ジャンバラヤ
8 古宮　有紗 BUMフルール 8 松久　武玄 ギーマント
9 清水　梓 三日月 9 浅川　駿萬 ホーリーナイト
10 中込　樹 桜囁 10 稲葉　紫真 シャルム
11 瀬川　裕哉 桜宇 11 江上　渦 HFLオーランド
12 髙松　優希 ロストロポヴィッチ 12 飯田　さや ロワ・ドゥ・フィジャック
13 吉瀬　瑞葵 レグルス 13 天久　華 コルトラーダ
14 髙松　優希 エルメス・デァツヴァイタ 14 砂川　成弘 エステファニア
15 服部　ちえ パストリアス 15 安嶋　花恩 ウィスコンシン
16 宮本　真衣 シュヴァルベン・メロディー 16 松田　亜子 リベリー
17 小俣　良平 ローシュタイン 17 中島　妃香留 三日月神威
18 遠藤　はるの ブリリアントV 18 石川　隼 ジーノ・ジェロディ
19 石野　結衣 コートニー 19 細野　光 アポロン

20 西木　成絢 ヴァンクリーフ
21 宮野　里彩 ウィリアム
22 豊田　穣 ビッツェル
22 岸本　レイナ アリアス・マックス
24 中島　妃香留 アドベンチャー
25 安嶋　花恩 オークローラ
26 船越　琉生 フランチェスカ
27 鈴木　結初 リッチオーネ
28 安嶋　花恩 ケルス　ヴリンデルック
29 西木　成絢 カールモント
30 松本　康介 ジョセフィーナ
31 中井　芽衣 フェアリードール
32 長谷川　真菜 アイルオフダリウス
33 古宮　亜美香 フェアリーテール・イン・ブラック
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〈予備人馬 5組〉
順位 選　手 馬　匹 順位 選　手 馬　匹

1 浅川　駿萬 ホーリーナイト 41 平林　由衣 ナイトパッション
2 平賀　秀馬 パイドロス 42 浅川　萬寛 ユニコ
3 佐藤　滋大 フロレンス 43 森川　佳和 ダノンヒデキ
4 藤野　美結 ダークチョコレート 44 尾形　源基 キーストンマッハ
5 中本　翔也 エトワール 45 前原　汐里 フェイヴァー
6 有田　笙之介 ザ・デュークオブカヴァン
7 藤野　美結 セニョリータ
8 松岡　健心 グラーティア
9 三宅　悠生 ビュイック
10 壷井　彩乃 フルリオ
11 稲葉　さくら カント・ジュール
12 柘植　勇成 HFLオーランド
13 原　理栄子 シェンテ
14 齋藤　勇実 テオドール・ウィル
15 永田　優奈 ヒュルストワン
16 速水　心 マタドール
17 柘植　勇成 ボンジュール
18 村越　春花 サンドロナイト
18 齋藤　勇実 オーキッドウィル
20 鈴木　智明 エアロスミス
21 根本　光希 オムニバス
22 山田　美有 グリーンドリーム
23 西嶋　大河 ジャンティーユ
24 堀井　玲良 ザピオン
25 新原　未彩 ディアダイキリ
26 三宅　悠生 アムステルダム・リヒトゥ
27 榎本　雅音 バリシュニコフ
28 阿部　瑠璃子 ロレンツォ
29 毛利　友希子 シャルム・スノー
30 西原　麻央 ティムテイラー
31 西嶋　大河 アプロディーテ
32 松岡　健心 エリクサー
33 吉本　璃子 ホッコーセルベッサ
34 川下　類 アストロン
35 渡辺　菜月 ファーストファンタジー
36 池添　桃花 クレディ
37 田中　彩織 レオン・グレンツェント
38 古宮　亜美香 フェアリーテール・イン・ブラック
39 佐藤　真悠子 ブラウンシュガー
40 笠原　悠希 レグルスリファインド
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