
順位 選　手 馬　匹 順位 選　手 馬　匹
1 林　伸伍 パヴァロッティ 1 中村　公子 ディジャズF
2 川端　俊哉 マノレッテ 2 増元　拓巳 エドゥーA
3 稗田　龍馬 ファーストレディ 3 林　伸伍 ヴェラヌス
4 稗田　奈緒子 ファンタスティコ 4 原田　喜市 アタニック
5 岡田　一将 ロシェドゥ 5 浅沼　菜穂美 ジャンヌ・ラヴィソント
6 稗田　龍馬 ショコラ・クラシック 6 朝野　麻子 キアーロ・ディ・ルーナ
7 川端　俊哉 ハディントン 7 三宅　勇気 ゼルザーム
8 吉澤　和紘 ウィネトゥ 8 福岡　珠緒 パイドロス
9 吉田　友里恵 コンクエスト 9 若杉　博和 ビオンファンストッペレンボス
10 中村　公子 ドン・ラ・カルロス 10 川上　藍 カルーチ・ユートピア
11 柘植　和也 ユネスコ 11 大塚　敬仁 ドロップショット
12 加藤　寿幸 オテロ 12 鈴木　直人 ファーストオリバー
13 伴　孝徳 ウィスコンシン 13 白石　和也 エヴァンクール
14 池上　彰一 ヴェルスファーゴ 14 福岡　珠緒 ティーダ
15 杉山　春恵 ロロ 15 杉本　隆雄 ディアマンテ
16 畑　科乃 リロイ160 16 若杉　博和 ザレーノ
17 齋藤　裕己 ドン・コラード 17 山本　知佳 フィオルッチ
18 森　幸代 フェアリー 18 伴　美恵子 パブロB
19 安田　利実 アイテンツ 19 石野　綾香 ディージェイ
20 鞆　真一 威龍 20 牧野　真弥 ドイ・ドイ・ドイ

＊第1競技への出場は1選手2頭まで ＊上記競技への出場は1選手1頭まで
〈予備人馬 3組〉 〈予備人馬 7組〉
順位 選　手 馬　匹 順位 選　手 馬　匹
21 安田　小都子 ワイズガイRS 21 梅室　美江 ルビン・フロイデ
22 西嶋　葉子 レゲンデール 22 可児　淳子 ディエゴK・D
23 西嶋　葉子 ルイッジ・コラーニ 23 番場　よしみ ツイスター

24 進藤　義浩 グラキエス
25 城　麻起子 デルニエクリフィア
26 森　幸代 フェアリー
27 早川　由花 ウィンザー

（インターⅠ　人馬ランキング　出場枠20人馬）

第72回全日本馬場馬術大会2020 PartⅠ
出場資格獲得人馬リスト

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）  
（グランプリ　人馬ランキング　出場枠20人馬）
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順位 選　手 馬　匹 順位 選　手 馬　匹
1 林　伸伍 ジェシージェームス 1 川端　俊哉 バリシュニコフ
2 林　伸伍 ドゥラヴァ 2 中村　公子 メープルⅡ
3 稗田　龍馬 ショコラ・クラシック 3 林　伸伍 バリシュニコフ
4 増元　拓巳 センパーロマノフ 4 有山　哲哉 オフィシェ
5 川端　俊哉 ソラヤ 5 寺島　博 フェアリードール
6 増元　真以子 センパーフィデリス 6 前島　仁 ケイ
7 齊藤　圭介 キリマ 7 森　祐太 ル・シェルクレール
8 川端　俊哉 バリシュニコフ 8 川端　俊哉 マヤノライジン
9 増元　拓巳 デフュアスティネルス 9 鞆　真一 金斗雲
10 林　伸伍 デアホランダー 10 高山　佐保 三日月神威
11 永見　一平 セニョールペペ ＊上記競技への出場は1選手1頭まで
12 中村　公子 メープルⅡ 〈予備人馬 5組〉
13 齊藤　久未 ウィスパーD 順位 選　手 馬　匹
14 林　伸伍 バリシュニコフ 11 野崎　啓介 ブルーアロー
15 内田　雄一 アメイジング 12 西嶋　葉子 ジーニアス
16 萩原　克庸 ヴィンキー 13 高山　眞紀子 トルベジーノ・アルタス
17 渡辺　さつき ウィルソン 14 阿部　真由美 クレールラグウェル
18 三宅　勇気 ゼルザーム 15 森　幸代 フェアリー
19 人見　美代子 ソマレッロ
20 若杉　博和 アドベンチャー
21 中村　公子 ウイニーペグアカウィザード
22 宮川　一彦 フォージョイ
23 有山　哲哉 オフィシェ
24 高山　佐保 アドベンチャー
25 中村　公子 BUMビュイック
25 金井　仁 ウッドストック

＊上記競技への出場は1選手1頭まで
〈予備人馬 12組〉
順位 選　手 馬　匹
27 前島　仁 アドニス・エルガー
28 寺島　博 フェアリードール
28 安田　小都子 アンヴローズI
30 柘植　和也 シャーク
31 石野　綾香 ディージェイ
32 杉谷　幾里 ユニティー
33 滝川　友香子 ジオン
34 阿部　留美子 ドン・フリオ
35 篠原　正紀 チャーミーZ
36 杉本　隆雄 ボンジュール
37 増元　真以子 センパーパラトゥス
38 川西　勝三 シャルウィダンス

（セントジョージ内国産　人馬ランキング　出場枠10人馬）
第4競技 ②【内国産】セントジョージクラス（予選）第4競技 ①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25人馬）

2／5



順位 選　手 馬　匹 順位 選　手 馬　匹
1 牛頭　未彩紀 マキシマス 1 森　祐太 サトノプログレス
2 長谷川　雄介 ヒューゴプリンス 2 増元　拓巳 コスモヘレノス
3 原田　喜市 カラード・リトル・フォックス 3 有山　哲哉 オフィシェ
4 齋藤　裕己 エフ・アンジェラ 4 柿﨑　絵理 ウィルクレバー
5 三宅　勇気 ヴァーデゥルヘイメル 5 関戸　盛夫 ジュエル
6 伊藤　真大朗 リコット 6 岩合　薫 ロードパンサー
7 松野　哲也 勁松 7 前島　仁 ヴァーチェ
8 吉田　友里恵 ドロップショット 8 上妻　和道 クリプトグラム
9 長谷川　斉 ロダンテ 9 草薙　真一郎 レンブラントⅣ
10 川端　俊哉 ヴァルディナ 10 永見　一平 エレガントブラック
11 三宅　勇気 アルマーニアマデオ 11 沼田　曜 コロン
12 森　祐太 サトノプログレス 12 浦崎　睦 レッドサーパス
13 増元　拓巳 コスモヘレノス 13 飯多　亮 アールグレイ
14 石川　正直 コロニアK 14 関戸　大介 エポレット
15 城　麻起子 エルメロ 15 中島　悠介 ハング
16 有山　哲哉 オフィシェ ＊上記競技への出場は1選手1頭まで
17 中村　ひかり ヒストリー 〈予備人馬 8組〉
18 滝川　友香子 ジオン 順位 選　手 馬　匹
19 沖廣　諒一 ダイアモンドメーカー 16 井上　元 プリンスチャーミング
20 杉尾　美真理 シャキーラB 17 森岡　正子 パトリック・ライアン

＊上記競技への出場は1選手1頭まで 18 渡邊　光子 ライトグランデュア
〈予備人馬 10組〉 19 髙橋　恵子 滋英君
順位 選　手 馬　匹 20 畑　岳人 ナスキージョエル
21 石田　洋平 レオエリオット 21 牧野　真弥 麗
22 柿﨑　絵理 ウィルクレバー 22 斉藤　笑夏 ローツェ
23 祖父江　友芳 ロレンツォ 23 高山　幸子 アプローズ
24 森迫　光介 イビナ
25 下村　紀子 S.レクス
26 木村　彩子 ドゥラヴァ
27 山崎　優希 エルマーⅠ
28 岡田　美紀子 ルビーノW
29 関戸　盛夫 ジュエル
30 井上　元 ヴィンス

（Sクラス内国産　人馬ランキング　出場枠15人馬）
第5競技 ②【内国産】Sクラス（予選）第5競技 ①Sクラス（予選）

（Sクラス　人馬ランキング　出場枠20人馬）
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順位 選　手 馬　匹 順位 選　手 馬　匹
1 深山　圭 ロレンツィオ 1 沼田　拓馬 リュアードキング
2 齋藤　裕己 エフ・アンジェラ 2 市川　順子 リバティー
3 Paulina Korelius カールモント 3 高島　香 メディーナ
4 石川　正直 ラ・カッシーナ 4 岩合　薫 古都姫
5 桃野　亜紀 BUMフルール 5 細川　映里香 オリヴァー
6 三宅　勇気 アルマーニアマデオ 6 工藤　幸矩 ヴァルクール
7 吉田　真理恵 レミリア・スペクトル 7 松水　優斗 ヤマニンガーゴイル
8 高山　佐保 シロナ 8 有山　哲哉 ノルマンディ
9 加藤　寿幸 ヴァレンティノ 9 寺島　博 クッキードール
10 岡田　有里 サロッティ・ボレロ 10 宮田　道子 カーティス
11 石川　正直 ロイヤルチャームM 11 山守　慎二 サトノカイザー
12 沼田　拓馬 リュアードキング 12 長谷川　斉 モゥガス
13 佐々木　えり子 ソラヤ 13 中島　悠介 オムニバス
14 清水　茜 アストロン 14 村田　諒 パトリオート
15 浅川　晴央 ホーリーナイト 15 鞆　真一 プンジャルレヴァンガ
16 市川　順子 リバティー 16 冨川　宏樹 トレジャーハンター
17 高山　佐保 サンカーダ 17 浅沼　菜穂美 ベルジャンティーユ
18 高島　香 メディーナ 18 稗田　龍馬 タバルナ
19 永塚　たをり ファーストオリバー 19 鞆　真一 テイエムオオタカ
20 木村　彩友子 ロレンツィオ 20 岡本　雅海 キューティーモモ

＊上記競技への出場は1選手1頭まで ＊上記競技への出場は1選手1頭まで
〈予備人馬 10組〉 〈予備人馬 10組〉
順位 選　手 馬　匹 順位 選　手 馬　匹
21 増元　拓巳 アルファレオニス 21 飯多　亮 アールグレイ
22 牛頭　未彩紀 マキシマス 22 祖父江　友芳 ヤルタ
23 細川　映里香 オリヴァー 23 内藤　一洋 TCCプロジェクト
24 岩合　薫 チャカモア 24 川口　政弘 ザグレブ
25 牧野　真弥 アメイジングスター 25 萩原　克庸 パークビューパナメーラー
26 西嶋　葉子 ジョワアース 26 大塚　敬仁 BUMファルコン
27 中村　公子 エモラ 27 宮田　道子 レデントーレ
28 工藤　幸矩 ヴァルクール 28 木村　美紀子 レナードブレイヴ
29 松水　優斗 ヤマニンガーゴイル 29 野崎　啓介 ラインハルト
30 滝川　友香子 ヴィヴァント・プランス 30 内田　裕之 バージェス

（Mクラス内国産　人馬ランキング　出場枠20人馬）
第6競技 ①Mクラス（予選） 第6競技 ②【内国産】Mクラス（予選）

（Mクラス　人馬ランキング　出場枠20人馬）
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順位 選　手 馬　匹 順位 選　手 馬　匹
1 永見　一平 フロレンス 1 森　祐太 サファイア・ブルー
2 塩原　泰三 デフュアスティネルス 2 中島　悠介 ジョーエクリプス
3 加藤　寿幸 ヴァンデイト 3 祖父江　友芳 ヤルタ
4 岡田　一将 サントーニ 4 加藤　寿幸 マヤノパーチェム
5 浅川　晴央 ホーリーナイト 5 飯多　亮 アールグレイ
6 石原　太輔 ケネディ 6 村下　文兵 ギルフォードJ
7 小俣　良平 ティムテイラー 7 三宅　勇気 パスラート
8 奥田　実楠 ゾフィエロDE 8 長谷川　由加里 プロモントーリオ
9 永見　一平 ロビーニャ 9 岡本　雅海 キューティーモモ
10 森　祐太 サファイア・ブルー 10 岡田　一将 エオルス
11 中島　悠介 ジョーエクリプス 11 柘植　和也 パープルパルピナ
12 石川　正直 エニータイムG 12 金井　仁 ショコラ
13 柘植　和也 HFLオーランド 13 岡本　真理 キューティーモモ
14 稗田　奈緒子 タルディオ 14 菅原　裕恵 ミッドウエイチャーム
15 石原　太輔 ヒュースティン 15 間　裕 ディサイファ
16 岡本　雅海 シンフォニー 16 飯多　亮 ロイヤルミルクティー
16 滝川　友香子 ヴィルジニア 17 水山　大輔 カタクリコ
16 長谷川　雄介 アイドール 18 清水　茜 ユメヲモトメテ
19 齊藤　圭介 クローネ 19 須田　恭子 アスティ
19 浅川　駿萬 ユニコ 20 初田　理奈 ウインスプラッシュ

＊上記競技への出場は1選手1頭まで ＊上記競技への出場は1選手1頭まで
〈予備人馬 10組〉 〈予備人馬 10組〉
順位 選　手 馬　匹 順位 選　手 馬　匹
21 樫木　俊 フレサアルマ 21 木村　美紀子 レナードブレイヴ
22 加藤　寿幸 マヤノパーチェム 22 田仲　三世子 古都姫
22 石原　太輔 ダイム 23 伴　孝徳 リズ
24 稗田　奈緒子 レボルトソ 24 中井　芽衣 フェアリードール
25 沼田　曜 チョコレートボム 25 安並　采香 ローランインパルス
26 岡本　真理 ナイトパッション 26 齊藤　圭介 宇宙
26 木村　彩友子 ロレンツィオ 27 滝川　友香子 トップスヴァローグ
26 三宅　勇気 パスラート 28 觧良　徳子 ベルンシュタイン
26 樫木　俊 スプランドゥール 29 廣瀬　孝 アクトローズ
30 長谷川　由加里 プロモントーリオ 30 小森　薫子 クライナーホーフ

（Lクラス　人馬ランキング　出場枠20人馬） （Lクラス内国産　人馬ランキング　出場枠20人馬）
第7競技 ①Lクラス（予選） 第7競技 ②【内国産】Lクラス（予選）
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	まとめ（正）

