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CHEVAL ATTACHE 安岡美津子 古賀慎一 小谷野次郎
GET NEXT 伊達敏明 五影慶則 小田吉男
IHR 伊東純一 五影隆則 小野博郷
J.ウィルソン 伊東政清 呉本昌時 小林英一ホールディングス
KRジャパン 伊藤正樹 後藤進 小林祥晃
LS.M 伊藤和夫 後藤貞夫 小林善一
NICKS 井上基之 工藤圭司 小林百太郎
ORTEGA 宇田豊 江川伸夫 小林竜太郎
SRT 臼井義太郎 江馬由将 松岡隆雄
STレーシング 浦邊輝實 紅露純 松田幸生
TURFレーシング 永井商事 香川憲次 松島千佳
YGGホースクラブ 永山勝敏 高橋宏弥 松島悠衣
アイテツ 永田博之 高橋文枝 松尾正
アポロサラブレッドクラブ 塩澤正樹 高橋文男 松本好隆
ウィル 奥裕嗣 高原将浩 松本俊廣
エンジェルレーシング 岡田繁幸 高昭牧場 松本和子
オースミ 岡田牧雄 佐々木主浩 沼川一彦
キーファーズ 岡本真二 佐々木八郎 上田けい子
キャピタル・システム 沖田正憲 佐々木雄二 上田江吏子
グランデオーナーズ 下河辺隆行 佐山公男 上田芳枝
グリーンスウォード 加藤守 佐藤壽男 上野直樹
グリーンファーム 加藤誠 佐伯由加理 植村仁
グリーンフィールズ 加藤裕司 佐野信幸 新生ファーム
ケーエスHD 加藤和夫 坂本浩一 新谷幸義
コスモヴューファーム 河崎五市 榊原源一郎 新保松二
サイタグローバル 河内孝夫 笹部義則 新木鈴子
さくらコマース 会田浩史 三浦大輔 森田藤治
ジャスト・タイムクラブ 会田裕一 三宅勝俊 森田芳男
しょうじ 海原聖一 三嶋牧場 森和久
シンザンクラブ 丸山担 三木久史 水上ふじ子
シンボリ牧場 亀田和弘 三木正浩 水上行雄
スピードファーム 吉岡泰治 山岡良一 杉浦和也
スリーエイチレーシング 吉川潤 山下良子 杉山忠国
タマモ 吉田安惠 山元哲二 杉本豊
トライスターレーシング 吉田勝利 山口裕介 杉野公彦
ニューマレコード 吉田晴哉 山際牧場 菅原広隆
ハイパワー商事 吉田和子 山紫水明 瀬谷隆雄
ビクトリーホースランチ 吉冨学 山田貢一 是枝浩平
フォーレスト 吉木伸彦 山田和夫 成塚清志
フジイ興産 吉澤ホールディングス 山本三津子 星加浩一
ブルースターズファーム 久米田正平 山本能成 星野壽市
ホースアディクト 久米田正明 四本昭弘 清家聖仁
ホシノレーシング 久保潤 子安裕樹 聖心台牧場
まの 久保田定 志村幸彦 西森功
マブレーシング 宮崎忠比古 寺田寿男 西川恭子
まるも組合 宮田直也 寺田千代乃 西川光一
ミキハウスHKサービス 京都ホースレーシング 守内ひろ子 西村憲人
ムーティエR 協栄 手嶋美季 西村新一郎
ユアストーリー 玉井鶴枝 酒井喜生 西村專次
ユートピア牧場 玉腰勇吉 首藤徳 青山洋一
ラ・メール 芹澤精一 住谷孝一 青芝商事
ライフエンタープライズ 栗坂崇 諸江幸祐 石瀬浩三
ラッキーフィールド 栗本博晴 小坂功 石川達絵
レオ 犬塚悠治郎 小笹公也 千明牧場
レッドマジック 原久美子 小松欣也 川上哲司
ローレルレーシング 原司郎 小松達昌 泉一郎
阿部雅英 原村正紀 小川眞査雄 前原敏行
阿部東亜子 原禮子 小泉修 前田幸貴
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前田幸治 田畑富子 野田みづき
前田晋二 渡部賢治 野田善己
前田清二 土井肇 野嶋祥二
前田葉子 土屋君春 矢野亨憲
前田亘輝 島川隆哉 柳内光子
曽我司 嶋田賢 友駿ホースクラブ
早野誠 東海林貴大 里見治紀
相馬勇 藤田孟司 里見美惠子
草間庸文 堂守貴志 龍光
増田雄一 徳重実幸 林正夫
村山光弘 奈村睦弘 林文彦
村山忠弘 那須野牧場 鈴木剛史
村上義勝 内田玄祥 鈴木昭和
村上龍太郎 楠本勝美 鈴木照雄
村木克子 二口雅一 鈴木美江子
村野康司 二木英徳 鈴木芳夫
多田賢司 日下部勝徳 鈴木邦英
多田信尊 日進牧場 六井元一
大橋公堯 馬場幸夫 脇山良之
大川徹 馬場祥晃 櫻井正
大浅貢 梅澤明 澤田昭紀
大谷正嗣 柏木務 稻井田有司
大田恭充 白日光
大迫久美子 畑佐博
大八木信行 八木光博
大冨智弘 飯塚知一
大和屋暁 飯田正剛
大澤繁昌 尾上松壽
谷岡康成 尾田信夫
谷掛龍夫 百瀬裕規
谷謙介 冨沢敦子
谷口悦一 幅田昌伸
丹羽久一郎 服部新平
池谷誠一 福田光博
竹下浩一 福島祐子
中西桂子 福澤真吾
中西浩一 平井克彦
中村時子 平井裕
中村政夫 平田修
中村徳也 保坂和孝
中村祐子 峰哲馬
中辻明 芳川貴行
中田和宏 豊井義次
中島稔 北幸商事
中平和宏 牧埜幸一
長谷川光司 堀江貞幸
長谷川祐司 本間茂
椎名節 本田恒雄
辻牧場 槙和美
釘田義広 万波健二
的場徹 蓑島竜一
天白泰司 明栄商事
天堀忠博 毛利元昭
天野克彦 木村久子
田中昇 木村昌三
田中晴夫 野崎宗信
田頭勇貴 野崎昭夫
田畑憲士 野村茂雄


