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○ 1 ジェイエース 牡 1:27.7 第１回 18 1.3% 1 3 480 鈴木恵 松井浩 栗毛 ウンカイ ハリクイン 禅　福 北海道帯広市 十勝 松井　浩文 小森　唯永 小森　唯永 2016/4/16 118

○ 3 インビクタ 牡 1:32.9 第１回 16 1.4% 1 6 480 藤野俊 松井浩 青毛 イッスンボウシ メグミ マルゼンタイコー 北海道網走郡大空町女満別北見 松井　浩文 小里　昭男 高柳　稔 2016/4/14 31

○ 4 ヒメトラクイーン 牝 1:45.6 第１回 3 1.5% 1 2 460 藤本匠 松井浩 鹿毛 ナリタボブサップ 夢　桜 インディボクサー 北海道足寄郡陸別町 十勝 松井　浩文 村上　昭一 秋田　忍 2016/2/9 196

○ 5 メムロボブサップ 牡 1:46.7 第１回 22 1.3% 1 3 480 阿部武 坂本東 鹿毛 ナリタボブサップ ピュアレディ アキバオーショウ 北海道河西郡芽室町 十勝 坂本　東一 竹澤　一彦 竹澤　一彦 2016/4/14 255

○ 6 ホクショウカップ 牡 1:47.0 第１回 13 1.4% 1 4 480 鈴木恵 槻舘重 青毛 ホクショウダイヤ タキダイヤ エビスオウジャ 北海道釧路市阿寒町 釧路 槻舘　重人 滝川　裕之 井内　昭夫 2016/4/16 215

○ 7 サカノカネマル 牡 1:47.8 第１回 21 1.3% 1 3 480 工藤篤 服部義 鹿毛 ナカゼンスピード ニシキセンヒメ センシヨウリ 北海道中川郡幕別町 十勝 服部　義幸 青田　誠 （株）大阪畜産2016/4/20 103

○ 8 コウシュハコンドル 牡 1:48.6 第１回 22 1.3% 2 9 480 藤本匠 松井浩 栗毛 フナノコーネル 照　栄 サカノリキマル 北海道釧路市 釧路 岡田　定一 山根　勝幸 広瀬　豪 2016/4/3 87

○ 9 ゴールデンカイザー牡 1:50.3 第１回 7 1.5% 1 1 480 藤野俊 今井茂 鹿毛 コトノカツマ ホープスター サロマオーカン 北海道北見市 北見 今井　茂雅 國田　悦司 白戸　耕二 2016/4/6 95

○ 10 リキカイユウ 牡 1:51.3 第１回 1 1.5% 1 5 480 鈴木恵 谷あゆ 鹿毛 マツカゼキング 千　鳥 カツイサミ 北海道函館市 南北海道谷　あゆみ 佐藤　定男 矢藤　秀樹 2016/5/26 271

○ 11 ハイトップフーガ 牝 1:51.6 第１回 13 1.4% 2 3 460 藤本匠 松井浩 栗毛 ウンカイ ハイトップニセイ サンデーブライアン北海道中川郡池田町高島 十勝 松井　浩文 高山　征司 高山　支征 2016/3/2 185

○ 12 バッチ 牡 1:52.3 第１回 5 1.5% 2 1 480 藤本匠 岩本利 青毛 チヨノキング ヤマサンキレイ ホクショウファイト 北海道檜山郡厚沢部町 南北海道岩本　利春 川村　貴樹 岩本　英二 2016/4/20 189

○ 12 アポロン 牡 1:52.3 第１回 8 1.5% 1 2 480 鈴木恵 服部義 芦毛 キタノイチオク 栄　冠 キクノルーラ 北海道釧路市阿寒町 釧路 服部　義幸 安藤　浩太朗中山　一行 2016/3/31 22

○ 12 ウチウラタカラ 牡 1:52.3 第１回 22 1.3% 3 8 480 鈴木恵 平田義 青毛 トカチタカラ セブンフラワー 欧　寶 北海道足寄郡陸別町 十勝 平田　義弘 七戸　光次 三浦　信一 2016/4/4 38

○ 15 コウシュハヨナ 牝 1:52.4 第１回 14 1.4% 1 1 460 藤本匠 大友人 栗毛 テンマビュウテイ 秋　姫 ブレーブファイター 北海道厚岸郡浜中町 釧路 大友　栄人 高木　研一 広瀬　豪 2016/3/19 92

○ 16 ヤマサンブラック 牝 1:52.5 第１回 7 1.5% 2 9 460 藤本匠 岩本利 青毛 カネサブラック ヤマサンジェット ジェットタイガー 北海道檜山郡厚沢部町 南北海道岩本　利春 川村　貴樹 川村　幸平 2016/3/15 260

○ 17 アオノブラック 牡 1:53.5 第１回 19 1.3% 1 6 480 阿部武 金山明 鹿毛 ケンジュオー ノリノメイチャン アサヒホウザン 北海道川上郡標茶町 釧路 金田　勇 山口　和子 青山　修 2016/3/31 18

○ 18 トマランサジェット 牡 1:53.8 第１回 10 1.5% 1 7 480 村上章 鈴木邦 栗毛 タカダヤジェット 雲龍姫 ウンカイ 北海道十勝郡浦幌町 十勝 鈴木　邦哉 松村　竜幸 澤谷　芳喜 2016/4/1 176

○ 19 ヒカリカチドキ 牡 1:54.7 第１回 20 1.3% 1 8 480 鈴木恵 槻舘重 鹿毛 フジカチドキ 紀　釧 タケチャンパワー 北海道阿寒郡鶴居村 釧路 槻舘　重人 松井　紀行 鈴木　勉 2016/4/22 192

○ 20 カツヒーロー 牡 1:55.3 第１回 15 1.4% 1 1 480 鈴木恵 岩本利 鹿毛 ダイエイヒーロー 真　央 峰　宝 北海道釧路市 釧路 岩本　利春 木村　雄司 田山　克廣 2016/4/27 57

○ 21 ミキタイガー 牡 1:55.7 第１回 20 1.3% 2 1 480 阿部武 坂本東 鹿毛 シベチャタイガー 汽　笛 スターシンザン 北海道釧路市 釧路 坂本　東一 山根　福司 鈴木　隆盛 2016/3/28 242

○ 22 キタカゼ 牡 1:57.1 第１回 22 1.3% 4 1 480 西謙一 西弘美 鹿毛 カネサブラック 千　明 ウンカイ 北海道河東郡士幌町 十勝 西　弘美 和田　智志 丸毛　清美 2016/3/19 66

○ 23 ミヤビジェンヌ 牝 1:59.0 第１回 19 1.3% 2 1 460 工藤篤 谷あゆ 青毛 ウンカイ ナミノフーカヒメ タワイサミ 北海道久遠郡せたな町 南北海道谷　あゆみ 並川　義輝 中島　雅也 2016/4/21 249

○ 24 ジェイカトレア 牝 2:00.1 第１回 15 1.4% 2 9 460 菊池一 平田義 青毛 トカチタカラ コウエイヒカル ブラックジョージ 北海道足寄郡陸別町 十勝 平田　義弘 岡　明美 小森　唯永 2016/3/20 121

○ 25 コウシュハシャトー 牡 2:01.8 第１回 1 1.5% 2 4 480 西将太 岡田定 栗毛 フナノコーネル 光　栄 ヒカルセイコウ 北海道釧路市 釧路 松井　浩文 山根　勝幸 広瀬　豪 2016/2/29 88

○ 26 ヤエザクラ 牝 2:02.3 第１回 13 1.4% 3 2 460 藤野俊 今井茂 鹿毛 キタノイチオク 桜　子 ヤエノテンリュウ 北海道釧路市阿寒町 釧路 今井　茂雅 野澤　保子 安藤　正人 2016/4/7 258

○ 27 シャイニー 牝 2:02.5 第１回 1 1.5% 3 6 460 藤本匠 槻舘重 鹿毛 ヤマトゼンシン 宝昭姫 バンユウキング 北海道川上郡弟子屈町 釧路 槻舘　重人 佐藤　昭三郎高柳　稔 2016/4/10 133

○ 28 ジェイオリーブ 牝 2:03.7 第１回 4 1.5% 1 2 460 藤野俊 今井茂 栗毛 ミスタートカチ 雲花姫一 ウンカイ 北海道中川郡本別町 十勝 今井　茂雅 横山　伴英 小森　唯永 2016/4/30 119

○ 29 ヒカリファイヤー 牡 2:04.3 第１回 15 1.4% 3 8 480 西将太 西康幸 鹿毛 カネサブラック ウィナーカレン キタノコウテイ 北海道十勝郡浦幌町 十勝 西　康幸 松田　肇 松浦　正 2016/4/6 36

○ 30 サクラドリーマー 牡 2:05.9 第１回 15 1.4% 4 6 480 赤塚健 今井茂 鹿毛 キタノドリーマー カムイユウキ インディボクサー 北海道足寄郡陸別町 十勝 今井　茂雅 村上　昭一 曽我部　裕 2016/4/25 112

○ 31 オウゴンノリュー 牡 2:06.1 第１回 20 1.3% 3 4 480 赤塚健 久田守 栗毛 ウンカイ 宮　姫 マルゼンバージ 北海道足寄郡足寄町 十勝 久田　守 宮口　孝治 稲谷　義雄 2016/4/20 47

○ 32 アアモンドサムライ セ 2:07.5 第１回 21 1.3% 2 5 470 松田道 小林長 栗毛 フナノコーネル フクサクアザミ ウンカイ 北海道紋別郡滝上町 北見 小林　長吉 芝桜高橋牧場下内　美繪子2016/4/17 7

○ 33 タケサンツヨイゾ 牡 2:07.7 第１回 6 1.5% 1 5 480 鈴木恵 中島敏 鹿毛 コマローレンス 照　姫 サロマオーカン 北海道白糠郡白糠町 釧路 中島　敏博 瀬戸　博行 （株）北西ファ2016/4/24 160

○ 34 カネタケイサミ 牡 2:08.2 第１回 20 1.3% 4 7 480 西謙一 平田義 栗毛 ナオイチ 華　稟 アイシンダイジン 北海道川上郡弟子屈町 釧路 平田　義弘 長谷川　義晃寺田　武造 2016/2/27 61

○ 35 ジェイラベンダー 牝 2:08.4 第１回 3 1.5% 2 9 460 阿部武 坂本東 芦毛 ハマナカキング 協　験 コブー 北海道河西郡更別村 十勝 坂本　東一 堂場　聰志 小森　唯永 2016/3/29 130

○ 36 ゴールドフラック 牡 2:08.6 第１回 11 1.4% 1 3 480 阿部武 坂本東 栗毛 ミスタートカチ 雷椿姫 ライデンボーイ 北海道中川郡本別町 十勝 坂本　東一 横山　伴英 北角　重雄 2016/5/9 96

○ 36 リリー 牝 2:08.6 第１回 18 1.3% 2 8 460 西将太 今井茂 黒鹿毛キングスナイパーサウスフジヒメ ウメノセイウン 北海道中川郡美深町 北央 今井　茂雅 南　日出男 村上　昭一 2016/2/5 274

○ 38 ダイヤリュウセイ 牡 2:09.2 第１回 6 1.5% 2 6 480 松田道 村上慎 青毛 カネサテンリュウ ヨシノキクヒメ ウンカイ 北海道足寄郡足寄町 十勝 村上　慎一 大野　信一 管野　富夫 2016/4/3 155

○ 39 カネタケパワー 牡 2:09.6 第１回 11 1.4% 2 4 480 菊池一 平田義 青毛 燿　計 ラブリーマイコ タカラセイウン 北海道標津郡中標津町 釧路 平田　義弘 渡辺　善弘 寺田　武造 2016/3/16 62

○ 40 マオノクイーン 牝 2:09.8 第１回 20 1.3% 5 3 460 藤野俊 松井浩 鹿毛 レットダイヤ タカラテンボシ タケノタイトル 北海道常呂郡置戸町 北見 松井　浩文 佐々木　博 秋田　忍 2016/3/29 233

○ 41 サカノウィナー 牝 2:10.3 第１回 8 1.5% 2 5 460 西将太 西康幸 鹿毛 カネサブラック アグリローズ サロマオーカン 北海道足寄郡足寄町 十勝 西　康幸 奥泉　愛子 （株）大阪畜産2016/5/12 35

○ 42 キタノセンゴク 牡 2:10.4 第１回 19 1.3% 3 2 480 長澤幸 服部義 鹿毛 ウンカイ 宝　朝 エビスカチドキ 北海道中川郡池田町 十勝 服部　義幸 播　静雄 木下　英三 2016/3/24 70

○ 43 プリンセスナナ 牝 2:10.6 第１回 21 1.3% 3 7 460 阿部武 中島敏 青毛 カネサブラック プリンセスモモ チカラスピード 北海道標津郡標津町 釧路 中島　敏博 加藤　勇 加藤　勇 2016/4/5 208

○ 44 ホクトヘリオス 牡 2:10.7 第１回 10 1.5% 2 5 480 長澤幸 大河原 鹿毛 オオノトップ サクラショウヒメ レットパワー 北海道阿寒郡鶴居村 釧路 大河原　和雄田中　光儀 中川　清 2016/3/22 228

○ 45 ホシノキンカ 牡 2:11.6 第１回 15 1.4% 5 7 480 西謙一 西弘美 栗毛 シウン ピコナ ミサキキング 北海道川上郡弟子屈町 釧路 西　弘美 渡部　忠司 （株）北西ファ2016/4/16 230

○ 46 ジェイナデシコ 牝 2:11.8 第１回 8 1.5% 3 8 460 阿部武 坂本東 鹿毛 ハマナカキング ムーランルージュ メネシスドュムーラン北海道河西郡更別村 十勝 坂本　東一 堂場　聰志 小森　唯永 2016/3/28 126

○ 47 トマランサカイリキ 牡 2:12.0 第１回 8 1.5% 4 9 480 村上章 鈴木邦 芦毛 トウリュウ グレイスパワー アキバオーショウ 北海道帯広市 十勝 鈴木　邦哉 （有）帯広ファ澤谷　芳喜 2016/4/6 175

○ 48 トップレディ 牝 2:12.4 第１回 10 1.5% 3 4 460 藤野俊 今井茂 鹿毛 ヤマノスキー ヤマノセーコー ダイヤヒカル 北海道茅部郡森町 南北海道今井　茂雅 中村　光雄 中村　光雄 2016/4/14 174

○ 49 ゴッドハート 牝 2:12.9 第１回 1 1.5% 4 3 460 西謙一 西弘美 栗毛 ソウヤセンプー マルトウメコ ヒカルセンプー 北海道天塩郡天塩町 北央 西　弘美 斉藤　勝 小向　勝司 2016/4/12 97

○ 50 アアモンドレパード 牡 2:13.2 第１回 1 1.5% 5 2 480 阿部武 小林長 鹿毛 ナリタボブサップ タカノプリンセス グレイトジャイナー 北海道中川郡池田町高島 十勝 小林　長吉 高山　征司 下内　美繪子2016/5/6 16

○ 51 ミントエース 牡 2:13.5 第１回 3 1.5% 3 7 480 菊池一 大橋和 青毛 ヤマノミント イッテミマス クリタワー 北海道中川郡美深町 北央 大橋　和則 小倉　たまき 小倉　たまき 2016/3/7 253
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http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23192401372&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23112407072&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23182404172&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23151403972&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122407172&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132403772&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23142408672&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23112402372&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23191406972&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122408772&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132405072&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172404272&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23182402772&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23152402172&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23151402972&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23101403972&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122406272&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122407672&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23142401072&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23142401772&k_activeCode=1
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○ 53 ジェイガーベラ 牝 2:15.6 第１回 13 1.4% 4 5 460 松田道 尾ケ瀬 青毛 ミスタートカチ 第二瑞姫 カツザクラ 北海道中川郡本別町 十勝 尾ケ瀬　富雄横山　伴英 小森　唯永 2016/3/31 120

○ 54 ウオンテッド 牡 2:16.2 第１回 3 1.5% 4 8 480 長澤幸 服部義 栗毛 キタノドリーマー セブンダイヤ シンリュウザン 北海道足寄郡陸別町 十勝 服部　義幸 村上　昭一 中山　一行 2016/2/11 37

○ 55 クルミラクル 牝 2:17.2 第１回 17 1.4% 1 3 460 藤本匠 谷あゆ 鹿毛 ミスタートカチ 雷鳥姫 ライデンボーイ 北海道中川郡本別町 十勝 谷　あゆみ 横山　伴英 高橋　勝坦 2016/2/26 83

○ 56 ジェイボーイ 牡 2:17.8 第１回 4 1.5% 2 9 480 藤本匠 尾ケ瀬 鹿毛 ミスタートカチ 雷姫椿 ライデンボーイ 北海道中川郡本別町 十勝 尾ケ瀬　富雄横山　伴英 小森　唯永 2016/3/31 127

○ 57 イナズマタイガー 牡 2:18.0 第１回 9 1.5% 2 5 480 阿部武 坂本東 鹿毛 シベチャタイガー 汽　発 スターシンザン 北海道釧路市 釧路 坂本　東一 山根　福司 阿部　榮喜 2016/3/3 25

○ 58 カイセイエース 牡 2:18.1 第１回 21 1.3% 4 1 480 西謙一 西弘美 青毛 タカダヤジェット 第二勇姫 キタノコウテイ 北海道十勝郡浦幌町 十勝 西　弘美 北村　節子 近藤　昇 2016/4/23 51

○ 59 マツノハヤテ 牡 2:18.2 第１回 19 1.3% 4 3 480 西将太 西康幸 青毛 アローファイター 初　姫 タケタカラ 北海道中川郡本別町 十勝 西　康幸 井出　憲雄 齋藤　孝男 2016/4/5 235

○ 60 カツショウマ 牡 2:18.4 第１回 9 1.5% 3 4 480 鈴木恵 岩本利 栗毛 コトノカツマ キタノカツハナ カツテンオウ 北海道川上郡標茶町 釧路 岩本　利春 飯塚　貞子 田山　克廣 2016/1/10 56

○ 61 ホクセイアオヒメ 牝 2:18.5 第１回 14 1.4% 2 2 460 西謙一 岡田定 芦毛 フナノコーネル 勝　姫 タカラテンクウ 北海道釧路市 釧路 岡田　定一 山根　勝幸 （株）北西ファ2016/3/19 218

○ 62 ピンチハチャンス 牡 2:19.0 第１回 15 1.4% 6 4 480 工藤篤 小北栄 青毛 キタノイチオク 朝好姫 タケチャンパワー 北海道釧路市阿寒町 釧路 小北　栄一 長谷川　義雄濱田　誠 2016/5/1 200

○ 63 コウシュハパーラー 牝 2:19.5 第１回 21 1.3% 5 8 460 藤本匠 大友人 鹿毛 キングスナイパーフジノユキヒメ ジョワュー 北海道中川郡美深町 北央 大友　栄人 南　日出男 広瀬　豪 2016/3/18 90

○ 64 トウショウクラリス 牝 2:20.0 第１回 1 1.5% 6 1 460 藤野俊 金山明 鹿毛 チヨノキング 日高福姫 フラノカツオ 北海道爾志郡乙部町 南北海道金田　勇 原田　甚一 宝田　浩二 2016/4/26 259

○ 65 リュウショウ 牡 2:20.3 第１回 19 1.3% 5 9 480 鈴木恵 大河原 鹿毛 ハマナカキング 汀　松 エビスカチドキ 北海道中川郡幕別町 十勝 大河原　和雄西村　正順 山下　信一 2016/3/29 273

○ 66 ジェイマックス 牡 2:21.1 第１回 7 1.5% 3 2 480 西将太 松井浩 鹿毛 ミスタートカチ 雲海姫 ウンカイ 北海道中川郡本別町 十勝 松井　浩文 横山　伴英 小森　唯永 2016/3/4 128

○ 67 ヤマノセイウン 牡 2:21.4 第１回 17 1.4% 2 7 480 菊池一 大橋和 栗毛 ヤマノミント 優　宝 ウメノセイウン 北海道中川郡美深町 北央 大橋　和則 外崎　敬雄 高田　文男 2016/4/2 264

○ 68 ワンポイント 牝 2:21.6 第１回 11 1.4% 3 8 460 山本正 金山明 栗毛 イーグル 初　姫 ダイヤキンショウ 北海道河東郡上士幌町 十勝 金山　明彦 鈴木　義尚 泉　義範 2016/2/18 281

○ 69 サクラユウシュン 牝 2:21.9 第１回 2 1.5% 1 6 460 阿部武 金山明 栗毛 ウンカイ サクラエビス エビスカチドキ 北海道河東郡音更町 十勝 金山　明彦 川端　達雄 川端　幸子 2016/3/28 114

○ 70 リズム 牝 2:22.2 第１回 8 1.5% 5 3 460 藤本匠 小林長 青毛 カネサブラック エビスフラワー カツテンリュウ 北海道標津郡標津町 釧路 小林　長吉 加藤　勇 宮田　邦子 2016/5/3 272

○ 70 シンエイジョッパリ 牝 2:22.2 第１回 16 1.4% 2 5 460 鈴木恵 久田守 鹿毛 ナリタボブサップ アットヒメ リキミノル 北海道河西郡芽室町 十勝 久田　守 竹澤　一彦 上口　詩子 2016/4/30 138

○ 72 ミエナイチカラ 牡 2:22.3 第１回 11 1.4% 4 5 480 工藤篤 小北栄 栗毛 タカダヤジェット 勝王姫 オーゴンキング 北海道中川郡幕別町 十勝 小北　栄一 浅井　嘉延 赤麿　秀人 2016/5/2 240

○ 73 スパイラルルーキー牡 2:22.5 第１回 3 1.5% 5 6 480 西将太 西康幸 鹿毛 祷　硬 桜 トウカイシンザン 北海道足寄郡陸別町 十勝 西　康幸 佐藤　直人 高田　和廣 2016/3/6 142

○ 74 フレイムバイヤー 牡 2:23.8 第１回 11 1.4% 5 1 480 西謙一 金山明 鹿毛 ケンジュオー オーシャンローズ ホクリュウイチ 北海道川上郡標茶町 釧路 金田　勇 山口　和子 今野　義雄 2016/3/20 211

○ 75 ドラゴンヘッド 牡 2:23.9 第１回 7 1.5% 4 5 480 西謙一 西弘美 栗毛 シズユタカ サクラキヨヒメ ヤマノキャプテン 北海道富良野市 北央 西　弘美 齋藤　孝男 安居　孝 2016/4/7 177

○ 75 アノコノタメニ 牝 2:23.9 第１回 12 1.4% 1 6 460 工藤篤 小北栄 栗毛 マルニセンプー 姫　松 クリスタルシーザー北海道中川郡幕別町 十勝 小北　栄一 浅井　嘉延 濱田　誠 2016/5/15 21

○ 77 クイーンヴォラ 牝 2:24.1 第１回 6 1.5% 3 8 460 阿部武 坂本東 栗毛 シベチャタイガー スターシンナ スターシンザン 北海道釧路市 釧路 坂本　東一 山根　福司 （株）アービレ2016/3/20 243

○ 78 カガヤキ 牡 2:24.2 第１回 18 1.3% 3 2 480 赤塚健 久田守 栗毛 コウリュウオーザ 朱太桜 サロマオーカン 北海道釧路市 釧路 久田　守 佐々木　正人佐々木　正人2016/3/26 55

○ 79 サンサンテルヒメ 牝 2:24.5 第１回 1 1.5% 7 9 460 船山蔵 西邑春 鹿毛 イサムフジ 華美蔵 尚　駕 北海道川上郡標茶町 釧路 西邑　春夫 飯塚　東一 船山　喜勝 2016/4/26 116

○ 79 ナカゼンダッテ 牝 2:24.5 第１回 5 1.5% 3 8 460 西将太 西康幸 青毛 タケタカラニシキ オーイッセー エビスキンショウ 北海道北斗市 南北海道西　康幸 高田　和廣 高田　和廣 2016/4/2 181

○ 79 レジェンドマキ 牝 2:24.5 第１回 18 1.3% 4 1 460 西謙一 西弘美 栗毛 ヤマトゼンシン ヒカルベガ マルニエーカン 北海道川上郡弟子屈町 釧路 西　弘美 倉田　昭八 （株）北西ファ2016/3/31 277

○ 82 アアモンドラッシュ 牝 2:24.8 第１回 14 1.4% 3 5 460 西将太 小林長 鹿毛 アアモンドケイジ ミツサクラ 富士二世 北海道阿寒郡鶴居村 釧路 小林　長吉 田中　光儀 下内　美繪子2016/5/5 15

○ 83 アジル 牡 2:24.9 第１回 1 1.5% 8 7 480 長澤幸 服部義 青毛 キタノイチオク 天　花 コトノカツマ 北海道釧路市阿寒町 釧路 服部　義幸 安藤　浩太朗安藤　和治 2016/4/25 20

○ 83 アアモンドノース 牝 2:24.9 第１回 16 1.4% 3 7 460 竹ケ茉 小林長 芦毛 トウリュウ アメミコ ワカテンザン 北海道帯広市 十勝 小林　長吉 （有）帯広ファ下内　美繪子2016/4/8 10

○ 85 アカイダイヤ 牡 2:25.0 第１回 7 1.5% 5 6 480 鈴木恵 大友人 鹿毛 レットダイヤ 北の二世姫 キタノローメイ 北海道北見市 北見 大友　栄人 田村　親雄 高柳　稔 2016/5/10 52

○ 86 タワノブラック 牡 2:25.3 第１回 6 1.5% 4 4 480 長澤幸 大河原 鹿毛 コマローレンス タワノハナヒメ シンザンウィーク 北海道川上郡標茶町 釧路 金田　勇 藤巻　厚 藤巻　厚 2016/4/30 165

○ 87 オレノカゲトラ 牡 2:25.9 第１回 12 1.4% 2 3 480 鈴木恵 久田守 鹿毛 マルニセンプー 舞　姫 アトミックドラゴン 北海道中川郡豊頃町 十勝 金田　勇 宝田　浩二 大森　勝廣 2016/4/3 50

○ 88 ジェイタイガー 牡 2:26.2 第１回 21 1.3% 6 4 480 鈴木恵 岡田定 芦毛 カネサブラック アイスルージュ スミヨシセンショー 北海道足寄郡足寄町 十勝 岡田　定一 斉藤　寿道 小森　唯永 2016/1/13 124

○ 89 コウシュハレイ 牝 2:26.9 第１回 13 1.4% 5 7 460 菊池一 平田義 栗毛 アカダケキング メオトスギ タワノダイオー 北海道空知郡中富良野町 北央 平田　義弘 竹久　克明 広瀬　豪 2016/1/18 93

○ 90 キンプク 牡 2:27.1 第１回 22 1.3% 5 5 480 渡来心 今井茂 栗毛 キョウエイボーイ 第三初姫 コブラキング 北海道帯広市 十勝 今井　茂雅 金田　龍二 金田　龍二 2016/5/1 79

○ 91 ミラクルカオリ 牝 2:27.2 第１回 11 1.4% 6 6 460 鈴木恵 中島敏 鹿毛 ヤマトゼンシン ミラクルユーカ ユウシンコマ 北海道川上郡弟子屈町 釧路 中島　敏博 藤田　千代 藤田　千代 2016/3/14 252

○ 92 カイセイフクノカミ 牝 2:27.5 第１回 19 1.3% 6 7 460 西謙一 西弘美 青毛 フクノカミカゼ フオルトプリンセスツルマキシンザン 北海道北見市 北見 西　弘美 田村　親雄 近藤　昇 2016/3/17 53

○ 93 コウシュハワールド 牡 2:27.6 第１回 6 1.5% 5 1 480 西謙一 平田義 鹿毛 マルニセンプー サンレイア カゲシュウホー 北海道帯広市 十勝 平田　義弘 （有）帯広ファ広瀬　豪 2016/1/19 94

○ 94 イワキドラゴン 牡 2:27.7 第１回 2 1.5% 2 7 480 長澤幸 小林勝 栗毛 キョウエイボーイ 姫　緑 タカラキング 北海道標津郡標津町 釧路 小林　勝二 大石　正義 蝦名　豊 2016/4/28 27

○ 95 ハゴロモヴェント 牡 2:27.8 第１回 14 1.4% 4 4 480 藤野俊 小林勝 鹿毛 アアモンドヤワラ フェアリークィーンアサヒホウザン 北海道檜山郡江差町 南北海道小林　勝二 山田　常雄 井上　修 2016/6/10 186

○ 96 ホクショウプラチナ 牝 2:28.3 第１回 2 1.5% 3 8 460 島津新 岩本利 鹿毛 ホクショウダイヤ トモエウンカイ ウンカイ 北海道夕張郡由仁町 北央 岩本　利春 井内　昭夫 井内　昭夫 2016/4/15 217

○ 97 ホクトレッド 牝 2:28.6 第１回 12 1.4% 3 5 460 藤本匠 岩本利 鹿毛 レットダイヤ ミスキンショウ ダイヤキンショウ 北海道紋別郡湧別町 北見 岩本　利春 三浦　正己 石岡　務 2016/4/3 229

○ 98 キタノカイソク 牡 2:29.5 第１回 14 1.4% 5 7 480 鈴木恵 服部義 鹿毛 カネサテンリュウ インディミノリ インディボクサー 北海道足寄郡陸別町 十勝 服部　義幸 大内　実 太細　保春 2016/1/20 69

○ 99 ツルイテンゾロ 牡 2:29.7 第１回 4 1.5% 3 1 480 鈴木恵 山田勇 栗毛 ニュートリノ トカチテンヒメ マコトファイヤー 北海道厚岸郡浜中町 釧路 山田　勇作 扇　俊治 田中　光儀 2016/4/30 169

○ 100 タカトウショウ 牡 2:30.4 第１回 3 1.5% 6 4 480 鈴木恵 槻舘重 鹿毛 アサヒセンショウ 藤　姫 ツルマキシンザン 北海道足寄郡足寄町 十勝 槻舘　重人 後藤　有弘 永井　進 2016/3/21 157

○ 101 ブルームーン 牝 2:30.8 第１回 21 1.3% 7 2 460 西将太 西康幸 青毛 カネサブラック サカノタマヒメ サカノタイソン 北海道十勝郡浦幌町 十勝 西　康幸 松田　肇 松田　肇 2016/3/28 209

○ 102 タケノソフィア 牝 2:30.9 第１回 3 1.5% 7 5 460 西謙一 西弘美 鹿毛 アサノカイリキ 快光三世 ペイトンズ 北海道沙流郡平取町 南北海道西　弘美 樫野　元一 （株）北西ファ2016/2/17 163

http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122405172&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23181408872&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122402172&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122404172&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132408572&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132405372&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23112405172&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23131403972&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23112404872&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132401572&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132408772&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23152407372&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23112403172&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122403172&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23142400772&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23161401972&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122403372&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172405272&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132401472&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132400372&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23171407872&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23141403972&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23182407672&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132403372&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132403572&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122404572&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23131409972&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122403272&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132408672&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23182401772&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102405572&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23101404972&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23191408972&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102403072&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23162400472&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23162407672&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102404772&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23112406472&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23152408172&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23191409972&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23101409972&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102405372&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23162402372&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23182407572&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102402172&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23192404072&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23112405972&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23162405672&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132408372&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172408472&k_activeCode=1
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○ 103 マンテン 牝 2:31.5 第１回 22 1.3% 6 4 460 村上章 服部義 芦毛 トウリュウ ディーヴァレッド スミヨシセンショー 北海道帯広市 十勝 服部　義幸 （有）帯広ファ村上　貴擁俊2016/5/16 239

○ 104 ホクトセンショウ 牝 2:32.2 第１回 5 1.5% 4 3 460 島津新 林　豊 栗毛 ヤマトゼンシン 美　麗 フラヌールデュゲ 北海道川上郡標茶町 釧路 林　豊 藤吉　博光 私市　春雄 2016/3/27 226

○ 105 アアモンドイチバン 牝 2:32.5 第１回 4 1.5% 4 8 460 阿部武 小林長 鹿毛 キョウエイボーイ フジノユリヒメ ジエツトボーイ 北海道標津郡標津町 釧路 小林　長吉 加藤　勇 下内　美繪子2016/4/5 5

○ 106 タカラウンカイ 牡 2:33.1 第１回 4 1.5% 5 3 480 西将太 中島敏 鹿毛 ウンカイ タカラハヤヒメ ヤマトゼンシン 北海道川上郡弟子屈町 釧路 中島　敏博 藤田　千代 藤田　千代 2016/4/25 158

○ 107 ジェイセリナ 牝 2:34.0 第１回 9 1.5% 4 2 460 西将太 平田義 栗毛 ミスタートカチ 玉　光 ヒカルショウリュウ 北海道中川郡本別町 十勝 平田　義弘 横山　伴英 小森　唯永 2016/5/10 123

○ 108 コマドリクイーン 牝 2:34.3 第１回 16 1.4% 4 1 460 工藤篤 金山明 青毛 フクノカミカゼ カゲチドリ ロイヤルタイトル 北海道常呂郡訓子府町 北見 金田　勇 岩渕　寿和 船山　喜勝 2016/2/14 101

○ 109 エーマンキング 牡 2:34.9 第１回 8 1.5% 6 1 480 西謙一 西弘美 栃栗毛アサヒセンショウ 野桜姫 キタノコウテイ 北海道十勝郡浦幌町 十勝 西　弘美 北村　節子 永満　祥薫 2016/3/30 45

○ 110 プリマローレンス 牝 2:35.7 第１回 14 1.4% 6 9 460 島津新 林　豊 栗毛 コマローレンス ホウコウレディー タカラキンパイ 北海道釧路市 釧路 林　豊 木村　雄司 遠藤　由香 2016/4/17 206

○ 111 ダイニセイ 牡 2:35.8 第１回 6 1.5% 6 7 480 西将太 小林長 鹿毛 コマローレンス 桜　藤 グレイトジャイナー 北海道釧路市音別町 釧路 小林　長吉 小野田　喜一南　信良 2016/3/22 150

○ 112 アラン 牝 2:37.3 第１回 13 1.4% 6 9 460 西謙一 西弘美 栗毛 キングファラオ ウイナーエンジェルマルゼングレート 北海道沙流郡平取町 南北海道西　弘美 二谷　守一 二谷　守一 2016/4/8 24

○ 113 ヒカルマックス 牝 2:37.8 第１回 17 1.4% 3 6 460 阿部武 中島敏 青毛 カネサブラック ヤマノリキヒメ コブラテンリュウ 北海道標津郡標津町 釧路 中島　敏博 山崎　勇 山崎　勇 2016/3/27 193

○ 114 アオノゴッド 牡 2:38.2 第１回 17 1.4% 4 8 480 西謙一 平田義 栗毛 マルニセンプー キタノオオオク キタノコウテイ 北海道中川郡豊頃町 十勝 平田　義弘 宝田　浩二 青山　修 2016/5/14 17

○ 114 ホクトイチバン 牝 2:38.2 第１回 20 1.3% 6 2 460 藤本匠 岩本利 黒鹿毛ナリタボブサップ クロヒメロマン マルゼンタイコー 北海道常呂郡佐呂間町 北見 岩本　利春 今　邦夫 石岡　務 2016/3/30 225

○ 116 ジェイミント 牝 2:38.4 第１回 9 1.5% 5 8 460 西謙一 金山明 鹿毛 コトノカツマ サンノテンリュウ ヒカルセイコウ 北海道釧路市 釧路 岡田　定一 三宮　久蔵 小森　唯永 2016/4/4 129

○ 117 カイセイマシュウ 牝 2:39.5 第１回 5 1.5% 5 7 460 西謙一 西弘美 鹿毛 マシュウキング キクプリンセス キクスピード 北海道紋別郡湧別町 北見 西　弘美 近藤　昇 近藤　昇 2016/3/23 54

○ 117 サイレンスヒロイン 牝 2:39.5 第１回 9 1.5% 6 7 460 赤塚健 久田守 青毛 カネサブラック 福　松 エビスカチドキ 北海道中川郡池田町 十勝 久田　守 播　静雄 永井　満 2016/4/18 102

○ 119 レジェンドボス 牡 2:41.7 第１回 4 1.5% 6 6 480 菊池一 西弘美 栗毛 カゲツカサ カワラ姫 タカラカムイ 北海道白糠郡白糠町 釧路 西　弘美 谷口　晋 （株）北西ファ2016/4/29 276

○ 120 シンエイマドンナ 牝 2:42.1 第１回 10 1.5% 4 6 460 西謙一 西弘美 鹿毛 ナリタボブサップ 奈　々 ナリタビッグマン 北海道河東郡音更町 十勝 西　弘美 吉井　宏保 上口　詩子 2016/5/5 139

○ 121 ドルバコ 牝 2:42.2 第１回 5 1.5% 6 5 460 菊池一 大橋和 鹿毛 ヤマノミント ローズバンク クリタワー 北海道中川郡美深町 北央 大橋　和則 小倉　たまき 小倉　たまき 2016/5/18 179

○ 122 ミヤケフウジン セ 2:42.4 第１回 15 1.4% 7 3 470 船山蔵 鈴木邦 鹿毛 ナリタボブサップ タケルユウリン ヒヤマテンリュウ 北海道中川郡豊頃町 十勝 鈴木　邦哉 島崎　幸喜 小林　祥晃 2016/3/27 248

○ 123 ヤマトブラック 牝 2:42.5 第１回 5 1.5% 7 6 460 阿部武 金山明 青毛 キングファラオ ビラトリクィーン ニシキロード 北海道沙流郡平取町 南北海道金田　勇 樫野　元一 甲角　斎 2016/4/16 262

○ 123 オホーツクノユメ 牝 2:42.5 第１回 14 1.4% 7 3 460 阿部武 金山明 青毛 フクノカミカゼ 操　禄 メネシスドュムーラン北海道常呂郡訓子府町 北見 金田　勇 岩渕　寿和 佐藤　岑夫 2016/2/9 49

○ 125 マルオシンザン 牡 2:44.8 第１回 21 1.3% 8 6 480 船山蔵 鈴木邦 鹿毛 ニュートリノ マルオドリーム アルデバラン 北海道厚岸郡浜中町 釧路 鈴木　邦哉 扇　俊治 扇　俊治 2016/3/20 237

○ 126 レディースズコ 牝 2:45.0 第１回 13 1.4% 7 1 460 西将太 中島敏 栗毛 コジロウスペシャルタカラスズヒメ ヤマトゼンシン 北海道川上郡弟子屈町 釧路 中島　敏博 藤田　千代 藤田　千代 2016/3/30 279

○ 127 ニホンノヨアケ 牡 2:46.9 第１回 2 1.5% 4 3 480 鈴木恵 鈴木邦 鹿毛 ハマナカキング カネサヒトミ コーネルトップ 北海道帯広市 十勝 鈴木　邦哉 （有）帯広ファ鈴木　公伸 2016/4/8 184

○ 128 トラノメパワー 牝 2:47.2 第１回 2 1.5% 5 9 460 西謙一 平田義 鹿毛 ヤマトゼンシン ミラクルアイ ホクリュウイチ 北海道川上郡弟子屈町 釧路 平田　義弘 藤田　千代 （株）北西ファ2016/3/13 178

○ 129 コウシュハセンプー 牡 2:47.6 第１回 9 1.5% 7 1 480 藤本匠 中島敏 栗毛 マルニセンプー 后　殊 ファンシュ 北海道中川郡幕別町忠類 十勝 中島　敏博 野坂　清太郎広瀬　豪 2016/4/14 89

○ 130 ヤマトキセキ 牡 2:47.9 第１回 7 1.5% 6 7 480 阿部武 金山明 栗毛 シズユタカ 蘭小町 エビスジャイナー 北海道空知郡中富良野町 北央 金田　勇 竹久　克明 甲角　斎 2016/3/23 261

○ 131 ジェイコスモス 牝 2:48.2 第１回 18 1.3% 5 4 460 菊池一 槻舘重 鹿毛 ホクショウダイヤ ヒボタンエース バンエイセイハ 北海道夕張郡長沼町 北央 槻舘　重人 中村　勉 小森　唯永 2016/4/14 122

○ 132 シンエイミライ 牝 2:48.5 第１回 8 1.5% 7 4 460 藤野俊 小林勝 鹿毛 ナリタボブサップ ホマレトウショウ ダイジャー 北海道河東郡音更町 十勝 小林　勝二 吉井　宏保 上口　詩子 2016/3/26 140

○ 133 フクガクル 牝 2:49.1 第１回 17 1.4% 5 1 460 島津新 岩本利 鹿毛 ユウユウホマレ 福　花 タカラゼンシン 北海道川上郡弟子屈町 釧路 岩本　利春 長谷川　義晃長谷川　義晃2016/5/15 201

○ 134 ダイヤオーカン 牡 2:49.3 第１回 1 1.5% 9 8 480 赤塚健 久田守 鹿毛 カネサブラック 天竜姫 ダイヤテンリユウ 北海道中川郡池田町 十勝 久田　守 播　静雄 永井　満 2016/5/9 151

○ 135 ミカヅキクィーン 牝 2:49.7 第１回 10 1.5% 5 9 460 西将太 小林長 芦毛 トウリュウ 七　星 ユネスコ　ド　テュー岩手県滝沢市 南北海道小林　長吉 斉藤　晴司 南　信良 2016/3/28 241

○ 135 ダイヤスター 牡 2:49.7 第１回 17 1.4% 6 4 480 鈴木恵 長部幸 鹿毛 レットダイヤ キタミコマチ キクスピード 北海道北見市 北見 長部　幸光 田村　親雄 小向　勝司 2016/4/21 152

○ 137 ハシノクィーン 牝 2:51.1 第１回 16 1.4% 5 2 460 阿部武 大友人 芦毛 トウリュウ アビリティー クシロキンショウ 北海道帯広市 十勝 大友　栄人 （有）帯広ファ高橋　史敏 2016/1/22 188

○ 139 ハシノアリーナ 牝 2:52.1 第１回 12 1.4% 4 4 460 阿部武 大友人 芦毛 トウリュウ ユングフラウ スミヨシセンショー 北海道帯広市 十勝 大友　栄人 （有）帯広ファ高橋　史敏 2016/4/23 187

○ 140 ユメチオ 牝 2:54.1 第１回 2 1.5% 6 4 460 藤野俊 今井茂 栗毛 カネサテンリュウ 桜 グレイトアマゾン 北海道足寄郡足寄町 十勝 今井　茂雅 川田　徳延 村上　昭一 2016/4/29 266

○ 141 ミツタイコー 牝 2:58.4 第１回 3 1.5% 8 3 460 島津新 岩本利 鹿毛 ハマナカキング 北　光 ヒカルタイコー 北海道中川郡幕別町 十勝 岩本　利春 西村　正順 遠藤　由香 2016/2/21 246

○ 142 センリョウライアン 牡 3:00.7 第１回 18 1.3% 6 6 480 阿部武 坂本東 鹿毛 シベチャタイガー 染　輪 ホツカイニセイ 北海道釧路市 釧路 坂本　東一 山根　福司 山根　福司 2016/3/18 146

○ 143 デュエル 牝 3:03.5 第１回 12 1.4% 5 8 460 西謙一 西弘美 栗毛 フナノコーネル 豊富士 エビスホウザン 北海道釧路市 釧路 西　弘美 山根　勝幸 （株）北西ファ2016/3/30 171

○ 144 ユキノオウジョ 牝 3:07.7 第１回 2 1.5% 7 2 460 藤野俊 西邑春 芦毛 トウリュウ シクノヘプリンセスシンザンウィーク 北海道帯広市 十勝 西邑　春夫 （有）帯広ファ石橋　強 2016/2/21 265

○ 145 ソフィアクィーン 牝 3:09.0 第１回 6 1.5% 7 2 460 藤本匠 槻舘重 鹿毛 ヒロノドラゴン スピードタッチ ダイチドリーム 北海道川上郡標茶町 釧路 槻舘　重人 大森　安男 高柳　稔 2016/3/31 147

○ 146 ウィナーアリソン 牝 3:09.9 第１回 11 1.4% 7 7 460 西将太 西康幸 青毛 カネサブラック 彩 シンリュウザン 北海道足寄郡足寄町 十勝 西　康幸 奥泉　圀博 佐藤　久夫 2016/4/15 34

○ 147 ラッシュウィロー 牡 3:10.9 第１回 7 1.5% 7 8 480 菊池一 田上忠 鹿毛 ハマナカキング ローズガール トウカイシンザン 北海道帯広市 十勝 田上　忠夫 （有）帯広ファ加茂　博敬 2016/5/29 268

○ 148 モリモリオトコ 牡 3:11.3 第１回 4 1.5% 7 7 480 西謙一 平田義 青毛 蛉　柚 イリスリリー イリス 北海道岩見沢市北村 北央 平田　義弘 砂田　孝一 甲角　斎 2016/3/25 256

○ 149 フレイムライカ 牝 3:11.8 第１回 4 1.5% 8 5 460 舘澤直 金山明 鹿毛 ホクリュウイチ 青星姫 アオノホース 北海道函館市 南北海道金田　勇 佐藤　勇 今野　義雄 2016/4/28 212

○ 150 サロマオリュー 牝 3:12.3 第１回 7 1.5% 8 4 460 赤塚健 久田守 栗毛 コトノカツマ 栗　花 ミドリショウリ 北海道北見市常呂町 北見 久田　守 松原　豊 稲谷　義雄 2016/4/17 115

○ 151 イワキドリーマー 牡 3:14.1 第１回 4 1.5% 9 4 480 長澤幸 小林勝 栗毛 キタノドリーマー 香　姫 鋒　分 北海道足寄郡陸別町 十勝 小林　勝二 村上　昭一 蝦名　豊 2016/4/13 28

○ 152 ホープ 牝 3:14.5 第１回 17 1.4% 7 5 460 長澤幸 服部義 栗毛 ニュートリノ クイーンアルテミスキタノローメイ 北海道野付郡別海町 釧路 服部　義幸 伊藤　敏彦 横井　均 2016/5/12 214

○ 153 ダイリンファイター 牡 3:19.9 第１回 19 1.3% 7 4 480 藤本匠 小林長 青毛 アローファイター ダイリンビューティハヤノダイリン 北海道石狩市 南北海道小林　長吉 早坂　末光 早坂　末光 2016/5/9 156
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http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102406072&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23151406972&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23142402772&k_activeCode=1
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http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23152407172&k_activeCode=1
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http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23192406572&k_activeCode=1
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http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23371407872&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23182407072&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23101406972&k_activeCode=1
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http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102404172&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132409572&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23142405572&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23101405972&k_activeCode=1
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○ 154 キンレット 牡 3:20.7 第１回 20 1.3% 7 9 480 渡来心 今井茂 鹿毛 レットダイヤ オニゲシ カネミリュウ 北海道帯広市 十勝 岩本　利春 金田　龍二 金田　龍二 2016/6/21 80

○ 155 カミダノミ 牝 3:22.7 第１回 13 1.4% 8 8 460 阿部武 坂本東 鹿毛 ナオイチ ユセクイン アカギテンリユウ 北海道川上郡弟子屈町 釧路 坂本　東一 長谷川　義晃長谷川　義晃2016/4/18 63

○ 156 カネキタ 牡 3:23.7 第１回 17 1.4% 8 2 480 西将太 西康幸 鹿毛 トカチタカラ 春　姫 アショロイチ 北海道足寄郡足寄町 十勝 西　康幸 加藤　功 高田　和廣 2016/4/10 59

○ 157 デビットキャサリン 牝 3:36.5 第１回 20 1.3% 8 5 460 船山蔵 小北栄 栗毛 ソウヤセンプー 初栗姫 ヒカルセンプー 北海道稚内市 北央 小北　栄一 早崎　正人 早崎　正人 2016/4/12 170

○ 158 ホワイトハリケーン 牝 3:37.7 第１回 18 1.3% 7 5 460 藤本匠 西邑春 芦毛 トウリュウ ハリケーンマオ タケタカラ 北海道帯広市 十勝 西邑　春夫 （有）帯広ファ大口　哲夫 2016/4/2 232

○ 159 タワノハピネス 牡 3:43.2 第１回 22 1.3% 7 6 480 藤野俊 金山明 鹿毛 ヒロノドラゴン タワノアカネ ホッカイハヤテ 北海道川上郡標茶町 釧路 金田　勇 藤巻　厚 藤巻　厚 2016/4/15 164

○ 160 セミニヨン 牝 3:46.0 第１回 16 1.4% 6 8 460 藤本匠 槻舘重 栗毛 ヤマトゼンシン 藤　花 ユウシンコマ 北海道川上郡弟子屈町 釧路 槻舘　重人 佐藤　昭三郎高柳　稔 2016/4/15 144

○ 161 キタノイズミ 牝 3:48.0 第１回 5 1.5% 8 2 460 長澤幸 服部義 青毛 キタノイチオク アシノクィーン コガネサクセス 北海道釧路市阿寒町 釧路 服部　義幸 尾屋　保博 中谷　健一 2016/4/11 68

○ 162 コウシュハエビス 牡 3:48.6 第１回 9 1.5% 8 3 480 菊池一 尾ケ瀬 栗毛 エビスオウジャ 八重桜 ヤエノテンリュウ 北海道釧路市阿寒町 釧路 尾ケ瀬　富雄若林　一成 広瀬　豪 2016/5/2 86

○ 163 ミノルヒメ 牝 3:49.0 第１回 16 1.4% 7 3 460 西将太 大河原 鹿毛 カネサテンリュウ イーグルゼンシン カツリキ 北海道中川郡幕別町 十勝 大河原　和雄中村　勝美 播　靜雄 2016/3/22 247

○ 164 ピュアマリン 牝 3:55.0 第１回 15 1.4% 8 5 460 阿部武 坂本東 鹿毛 グレートエンペラーミッチャン カツテンリュウ 北海道野付郡別海町 釧路 坂本　東一 岩瀬　賢介 北角　重雄 2016/5/22 198

× 2 ギンノダイマオー 牡 1:31.8 第１回 5 1.5% 1 9 480 藤野俊 松井浩 芦毛 キタノドリーマー 平　美 鋒　分 北海道足寄郡陸別町 十勝 松井　浩文 村上　昭一 秋田　忍 2016/1/23 77

× 52 コマサンブラック 牡 2:13.9 第１回 9 1.5% 1 6 480 藤野俊 金山明 青毛 ウンカイ コマクイン フジエーカン 北海道河西郡芽室町 十勝 金田　勇 加納　友喜 駒井　鉄雄 2016/4/14 100

× 138 ホクトフクヒメ 牝 2:51.5 第１回 10 1.5% 6 1 460 鈴木恵 松井浩 鹿毛 フクノカミカゼ サワラホープ ナンエイホマレ 北海道常呂郡訓子府町 北見 松井　浩文 岩渕　寿和 私市　春雄 2016/2/9 227

× 165 アアモンドプルート 牝 4:01.0 第１回 2 1.5% 8 5 460 中山直 長部幸 青毛 アサヒセンショウ 伝　策 コブー 北海道十勝郡浦幌町 十勝 小林　長吉 芳川　敏文 下内　美繪子2016/4/12 11

× 166 ウメノベニカゲ 牝 4:08.9 第１回 12 1.4% 6 7 460 村上章 長部幸 鹿毛 ウメノタイショウ マリアローズ ヤマノキャプテン 北海道雨竜郡雨竜町 北央 長部　幸光 渡辺　勇 渡邊　勇 2016/4/10 41

× 167 キラキラヒカルヒメ 牝 4:13.1 第１回 19 1.3% 8 8 460 船山蔵 田上忠 鹿毛 コトノカツマ 高　翔 カツテンオウ 北海道川上郡標茶町 釧路 田上　忠夫 飯塚　東一 船山　喜勝 2016/4/24 73

× 168 シマノルビー 牝 4:36.3 第１回 10 1.5% 7 2 460 阿部武 槻舘重 鹿毛 ハマナカキング フリムカナイデ スズノオーカン 北海道河東郡音更町 十勝 槻舘　重人 大西　幸江 飯島　捨美津2016/5/6 132

× 169 レジェンドミホ 牝 6:01.8 第１回 10 1.5% 8 3 460 藤本匠 大友人 芦毛 フナノコーネル 宝　蘭 サカノリキマル 北海道釧路市 釧路 大友　栄人 山根　勝幸 （株）北西ファ2016/3/28 278

× アアモンドナッツ セ 中止 第１回 2 1.5% 止 1 470 西将太 小林長 栗毛 ハヤノダイリン センショウガール ホツカイニセイ 北海道根室市 釧路 小林　長吉 下内　節子 下内　美繪子2016/2/8 9

× コマサンエース 牡 中止 第１回 3 1.5% 止 1 480 藤野俊 金山明 鹿毛 ケンジュオー クインフェスタ ホクリュウイチ 北海道川上郡標茶町 釧路 金田　勇 坂井　三智 駒井　鉄雄 2016/6/8 99

× アアモンドケンシン 牡 中止 第１回 5 1.5% 止 4 480 鈴木恵 鈴木邦 青毛 カネサテンリュウ ラッキーエンゼル ツルマキシンザン 北海道足寄郡足寄町 十勝 小林　長吉 川上　隆一 下内　美繪子2016/5/19 149

× サクラムカイ 牝 中止 第１回 6 1.5% 止 3 460 菊池一 金山明 鹿毛 ウンカイ ビックダンサー サカノタイソン 北海道河東郡音更町 十勝 金山　明彦 川端　達雄 川端　幸子 2016/5/6 113

× ウメノブラック 牝 中止 第１回 7 1.5% 止 3 460 村上章 長部幸 青毛 ウメノタイショウ ヒカルアサヒ 華　旭 北海道雨竜郡雨竜町 北央 長部　幸光 渡辺　勇 渡邊　勇 2016/4/16 40

× アアモンドメガミ 牝 中止 第１回 8 1.5% 止 6 460 菊池一 大橋和 青毛 アローファイター ハツヒメタカラ ウンカイ 北海道中川郡本別町 十勝 小林　長吉 新津　初男 下内　美繪子2016/4/6 14

× ミスファイヤー 牝 中止 第１回 8 1.5% 止 7 460 工藤篤 西邑春 鹿毛 トミサトスター 分　尖 槍　参 北海道北見市 北見 西邑　春夫 細川　貞夫 松浦　正 2016/3/29 245

× スピカテンリュウ 牡 中止 第１回 10 1.5% 止 8 480 菊池一 大橋和 青鹿毛キタノイチオク 輝　姫 トウカイパルサ 北海道釧路市阿寒町 釧路 大橋　和則 久保　輝於 菅野　二十世2016/5/10 143

× コウシュハマッハ 牡 中止 第１回 11 1.4% 止 2 480 藤本匠 小林勝 栗毛 スーパーオウショ グットスマイル チヨノキング 北海道河西郡芽室町 十勝 小林　勝二 杉田　富雄 広瀬　豪 2016/3/28 91

× キンビックヒメ 牝 中止 第１回 12 1.4% 止 1 460 長澤幸 服部義 鹿毛 コジロウスペシャルフジノビックヒメ キタノビッグエース 北海道川上郡弟子屈町 釧路 服部　義幸 藤田　千代 金田　龍二 2016/4/7 78

× アアモンドジャンヌ 牝 中止 第１回 12 1.4% 止 2 460 西将太 小林長 青毛 ウンカイ 青　姫 レイシヨウ 北海道根室市 釧路 小林　長吉 下内　節子 下内　美繪子2016/4/12 8

× マルオカツヒメ 牝 中止 第１回 13 1.4% 止 6 460 船山蔵 鈴木邦 鹿毛 ニュートリノ 麻　呂 クリトップ 北海道厚岸郡浜中町 釧路 鈴木　邦哉 扇　俊治 扇　俊治 2016/4/23 236

× ホクセイツバキ 牝 中止 第１回 14 1.4% 止 6 460 山本正 金山明 青毛 ヤマトゼンシン 恵　姫 尚　祭 北海道川上郡弟子屈町 釧路 中島　敏博 山崎　文雄 （株）北西ファ2016/4/4 220

× エルドラード 牡 中止 第１回 14 1.4% 止 8 480 菊池一 大橋和 栗毛 アカダケキング ソウヤミサキ トヨミサキ 北海道稚内市 北央 大橋　和則 米田　貢 高田　文男 2016/6/9 46

× ウィステリア 牝 中止 第１回 15 1.4% 止 2 460 藤本匠 山田勇 青毛 オオノトップ 桜　寿 サカノリキマル 北海道釧路市阿寒町 釧路 山田　勇作 加地　政富 木村　武志 2016/4/21 32

× ラインスター 牡 中止 第１回 16 1.4% 止 4 480 島津新 長部幸 鹿毛 ウンカイ パラゴンクイン ハイセンプー 北海道足寄郡足寄町 十勝 長部　幸光 松本　広美 小向　勝司 2016/4/19 267

× キタサンアグリ 牝 中止 第１回 16 1.4% 止 9 460 西謙一 西弘美 栗毛 ハマナカキング キタノモエ ヨシノオーザ 北海道士別市 北央 西　弘美 北島　勇祈 北島　勇祈 2016/3/22 67

× モルペウス 牡 中止 第１回 18 1.3% 止 7 480 藤野俊 鈴木邦 栗毛 カネサテンリュウ 誉　姫 ダイヤテンリユウ 北海道足寄郡足寄町 十勝 鈴木　邦哉 川上　隆一 佐々木　啓文2016/5/7 257

× ウリュウセイハ 牡 中止 第１回 18 1.3% 止 9 480 松田道 村上慎 鹿毛 カネサテンリュウ ヨシノサクラ タケタカラ 北海道十勝郡浦幌町 十勝 村上　慎一 吉仲　竹男 大熊　金八 2016/4/27 42

× ホクショウゴールド 牡 中止 第１回 19 1.3% 止 5 480 松田道 平田義 鹿毛 ナカゼンスピード ライデンジュリアンアラナミライデン 北海道中川郡幕別町 十勝 平田　義弘 青田　誠 井内　昭夫 2016/3/31 216

× ワンレンボディコン 牝 中止 第１回 20 1.3% 止 6 460 西将太 大橋和 鹿毛 尚　駕 サンバノリズム タカライーグル 北海道川上郡弟子屈町 釧路 大橋　和則 長谷川　義信長谷川　義晃2016/4/3 282

× ショウリノカリアゲ 牡 中止 第１回 21 1.3% 止 9 480 島津新 林　豊 鹿毛 マルニセンプー 花　姫 グレイトジャイナー 北海道広尾郡大樹町 十勝 林　豊 斉藤　悦幸 遠藤　由香 2016/5/20 137

× ジェイテンリュウ 牡 中止 第１回 22 1.3% 止 2 480 西将太 金山明 栗毛 カネサテンリュウ クレッシェンド ウンカイ 北海道帯広市 十勝 金山　明彦 小森　唯永 小森　唯永 2016/4/26 125

× ナカゼンプリンセス 牝 中止 第１回 22 1.3% 止 7 460 島津新 岩本利 鹿毛 ナカゼンスピード シバサクラ コーネルトップ 北海道中川郡幕別町 十勝 岩本　利春 青田　誠 金田　龍二 2016/4/23 182

※本表は、ばんえい十勝公式サイト（http://www.banei-keiba.or.jp/）及びＮＡＲ(http://www.keiba.go.jp/)のデータを元に、個人サイトHamu's Sidewalk Café(http://hamuwin.net/)の管理人はむ！が整理して作成したものです。
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http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23191400972&k_activeCode=1
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http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132407272&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23141400972&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122402372&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23152400572&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23103406072&k_activeCode=1
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http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23112407172&k_activeCode=1
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http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23112404972&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23162408172&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23192401672&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23112407572&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23182404672&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23162401072&k_activeCode=1
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