
順位 選　手 馬　匹 順位 選　手 馬　匹
1 中村　公子 メープルⅡ 1 森　祐太 サトノプログレス
2 林　伸伍 バリシュニコフ 2 増元　拓巳 コスモヘレノス
2 川端　俊哉 バリシュニコフ 3 有山　哲哉 オフィシェ
4 原田　喜市 エイコーンパス 3 市川　順子 リバティー
5 有山　哲哉 オフィシェ 5 柿﨑　絵理 スノーフェリックス
6 寺島　博 フェアリードール 6 鞆　真一 ランスロット
7 森　祐太 ル・シェルクレール 7 関戸　盛夫 ジュエル
8 高山　佐保 三日月神威 8 柘植　和也 ゴールドエクスペリエンス
9 西脇　文泰 ガンジス 9 森岡　正子 パトリック・ライアン

10 前島　仁 ケイ 10 前島　仁 ヴァーチェ
11 鞆　真一 金斗雲 11 沼田　曜 コロン
12 森　幸代 フェアリー 12 井上　元 プリンスチャーミング
13 野崎　啓介 ブルーアロー 13 草薙　真一郎 レンブラントⅣ
14 松尾　尚子 プリンシパル 14 中島　悠介 オムニバス
15 高山　眞紀子 トルベジーノ・アルタス 15 上妻　和道 クリプトグラム
16 七瀬　大 アニーロリー 16 柏原　由恵 チャーリー
17 森岡　正子 Beフェリーチェ 17 関戸　大介 エポレット
18 草薙　真一郎 レンブラントⅣ 18 斉藤　笑夏 ローツェ
19 桜井　尚子 ブレイブファイト 19 飯多　亮 アールグレイ
20 沼田　曜 コロン 20 齊藤　圭介 宇宙

〈予備人馬 上位10組〉 〈予備人馬 上位8組〉
順位 選　手 馬　匹 順位 選　手 馬　匹

21 斉藤　笑夏 ローツェ 21 小塩　涼子 ヴィスコンティ
22 浦崎　睦 レッドサーパス 22 渡邊　光子 ライトグランデュア
23 飯多　亮 アールグレイ 23 髙橋　恵子 滋英君
24 栗本　千鶴 エレミヤ 24 浦崎　睦 レッドサーパス
25 新名　愛梨 セプタードアイル 25 菊川　正範 白雪
26 三宮　司 ジェニーブラック 26 宮田　道子 レデントーレ
27 山田　聡子 アスラン 27 高山　幸子 アプローズ
28 内田　将行 パーティオ 28 長谷川　誠 アビエイション
29 越後　りの セプタードアイル
30 築山　信博 アンバーグリスキー
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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 沼田　拓馬 リュアードキング 36 野崎　啓介 ラインハルト
3 市川　順子 リバティー 37 柘植　和也 パープルパルピナ
4 高島　香 メディーナ 38 沼田　曜 ぽっくるくん
5 岩合　薫 古都姫 39 間　裕 ディサイファ
6 柘植　和也 ゴールドエクスペリエンス 40 湯浅　理恵子 アキレス・ファースト
7 細川　映里香 オリヴァー 41 菅谷　羽衣音 ヴェント・レジェーロ
8 工藤　幸矩 ヴァルクール 42 小形　文菜 マックロウ
9 松水　優斗 ヤマニンガーゴイル 43 豊田　穣 ビッツェル

10 有山　哲哉 ノルマンディ 44 菅谷　羽衣音 ジャスティーK
11 原田　喜市 エイコーンパス 45 山下　哲哉 イーストフォンテン
12 宮田　道子 カーティス 46 柿﨑　絵理 サムライ・ウィル
13 石丸　千愛季 サトノカイザー 47 大塚　敬仁 BUMファルコン
14 山守　慎二 サトノカイザー 48 蝦名　美津留 グァルネリ
15 寺島　博 クッキードール 49 芝　亜希子 アルディス
16 中島　悠介 オムニバス 50 大久保　清美 シュペルミステール
17 鈴木　直人 たい助 51 二葉　友利江 コステリッチ
18 清水　靖士 サトノオマージュ 52 吉田　知子 マテンロウビクサス
19 長谷川　斉 モゥガス 53 髙橋　恵子 ディーエスレイザー
20 岡本　雅海 キューティーモモ
21 村田　諒 パトリオート
22 鞆　真一 プンジャルレヴァンガ
23 柏原　由恵 チャーリー
24 山科　智 ヴィアポンタッチオ
25 畑　岳人 ユキノグレース
26 内田　裕之 バージェス
27 鞆　真一 テイエムオオタカ
28 祖父江　友芳 ヤルタ
29 内藤　一洋 TCCプロジェクト
30 川口　政弘 ザグレブ
31 萩原　克庸 パークビューパナメーラー
32 飯多　亮 アールグレイ
33 宮田　道子 レデントーレ
34 岩合　薫 ダノンヒデキ
35 木村　美紀子 レナードブレイヴ

（Mクラス（内国産）人馬ランキング　出場枠35人馬）
〈予備人馬 上位18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 森　祐太 サファイア・ブルー 順位 選　手 馬　匹
2 中島　悠介 ジョーエクリプス 36 木原　義人 ユキノハーモニー
3 高瀬　利江子 マルコレール 37 安並　采香 ローランインパルス
4 坂田　憲弘 マタドール 38 飯多　亮 アールグレイ
5 加藤　寿幸 マヤノパーチェム 38 齋藤　敏彦 クリスタルソックス
6 水山　大輔 カタクリコ 40 篠原　正紀 デルモ
7 長谷川　由加里 プロモントーリオ 40 沖廣　諒一 ティーエスラムール
8 三宅　勇気 パスラート 42 鈴江　理奈 きさらぎ
9 岡本　雅海 キューティーモモ 43 觧良　徳子 ベルンシュタイン

10 中井　芽衣 フェアリードール 44 橋内　雪花 グリーンドリーム
11 乙田　敏城 アニモ 45 沖廣　諒一 エクストラゴールド
11 鈴木　直人 ハーロック 46 田中　勇祐 サンニューヨーカー
13 柘植　和也 パープルパルピナ 46 遠藤　篤 ヴァーリンライアン
14 畑　科乃 ティノラヴァー 48 小森　薫子 クライナーホーフ
14 片山　篤 ビッグロマンス 49 橋田　千寿 イチモンジ
15 宮田　道子 コア･ジュール 49 大森　邦弘 レイ
17 木村　美紀子 レナードブレイヴ 51 千古　七瀬 岶
18 柘植　和也 パープルツルカメ 52 佐藤　昌和 ミカエル
19 柿﨑　絵理 テオドール・ウィル 53 棗田　香澄 三日月神威
20 金井　仁 ショコラ
21 間　裕 ディサイファ
22 磯村　佳美 モン・ミエール
23 酒井　法子 レオナイト
24 廣瀬　孝 アクトローズ
25 山田　聡子 ロビン8
26 新田　貴洋 フォースカミング
27 山田　聡子 アスピラスィオン
28 須田　恭子 アスティ
29 初田　理奈 ウインスプラッシュ
30 塚田　泰介 パスラート
31 清水　茜 ユメヲモトメテ
32 飯多　亮 ロイヤルミルクティー
33 関戸　大介 ブレイヴ･パーシアス
34 根本　光希 オムニバス
35 鈴江　理奈 エール

〈予備人馬 上位18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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