
1 / 4 ページ
2019年帯広ばんえい競馬　第１回能検結果（合格・タイム順） 2019/5/3

合
否

総合
順位 馬名

性
別 タイム 能検 R 水分

着
順

馬
番

重
量

騎手 調教師 毛色 父 母 母父 生産地 地区 調教師 生産者 馬主 生年月日
調教
番号

○ 1 キョウエイリュウ 牡 2:10.4 第１回 9 1.6% 1 9 480 松田道 村上慎 鹿毛 カネサテンリュウ 風　蓮 グレイトアマゾン 北海道足寄郡足寄町 十勝 村上　慎一 大野　信一 大野　昇 2017/4/10 77

○ 2 トワトラナノココロ 牡 2:13.5 第１回 16 1.5% 1 6 480 阿部武 坂本東 鹿毛 ナリタボブサップ カズトシレディー シンリュウザン 北海道河西郡芽室町 十勝 坂本　東一 竹澤　一彦 干場　正吉 2017/3/26 206

○ 3 キタノボブサップ 牡 2:26.7 第１回 5 1.7% 1 7 480 鈴木恵 服部義 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 服部　義幸 村上　昭一 木下　英三 2017/1/26 70

○ 4 ブラックサファイア 牡 2:30.8 第１回 8 1.6% 1 7 480 鈴木恵 松井浩 鹿毛 カネサブラック イレマルビリーヴ ニシキダイジン 北海道檜山郡上ノ国町 南北海道松井　浩文 若狭　幸憲 加藤　康成 2017/4/11 241

○ 5 ヒメトラマジック 牝 2:38.3 第１回 15 1.5% 1 6 460 藤本匠 松井浩 鹿毛 ナリタボブサップ メジロルビー メジロショウリ 北海道中川郡幕別町 十勝 松井　浩文 佐渡　誠 秋田　忍 2017/4/20 223

○ 6 ゴールデンペガサス牡 2:40.7 第１回 19 1.4% 1 7 480 鈴木恵 大友人 栗毛 インフィニティー 汀　朝 ヒカルタイコー 北海道中川郡幕別町 十勝 大友　栄人 西村　正順 加藤　正法 2017/3/25 99

○ 7 コマサンダイヤ 牡 2:41.1 第１回 19 1.4% 2 3 480 藤野俊 金田勇 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 2017/4/8 108

○ 7 アサヒユウシン 牡 2:41.1 第１回 16 1.5% 2 3 480 赤塚健 久田守 栗毛 シウン エミヒメ ホツカイニセイ 北海道川上郡弟子屈町 釧路 久田　守 渡部　忠司 稲谷　義雄 2017/1/25 27

○ 9 ヒラリ 牝 2:41.7 第１回 6 1.6% 1 5 460 鈴木恵 今井茂 青毛 カネサブラック ヒカルチャンス クシロミノル 北海道足寄郡足寄町 十勝 今井　茂雅 奥泉　愛子 加藤　信一 2017/1/22 226

○ 10 シルバーアロイ 牡 2:44.8 第１回 8 1.6% 2 5 480 長澤幸 服部義 芦毛 キタノイチタロウ 宝　輪 輪　良 北海道夕張郡長沼町 北央 服部　義幸 西村　勇 藤原　征士郎2017/3/21 154

○ 11 カイセドクター 牡 2:45.7 第１回 4 1.7% 1 5 480 阿部武 坂本東 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 北海道北見市 北見 坂本　東一 田村　親雄 近藤　昇 2017/1/22 48

○ 12 アバシリルビー 牝 2:49.4 第１回 11 1.5% 1 2 460 藤野俊 金田勇 鹿毛 カネサブラック 鈴　宝 タケタカラ 北海道網走市 北見 金田　勇 佐藤　久夫 佐藤　久夫 2017/4/5 30

○ 13 ハゴロモミッキー 牡 2:50.5 第１回 19 1.4% 3 8 480 西謙一 西弘美 鹿毛 カネサブラック ヒカルゴゼン ニシキダイジン 北海道足寄郡足寄町 十勝 西　弘美 奥泉　愛子 井上　修 2017/4/18 215

○ 14 ヤマノマツカゼ 牡 2:51.2 第１回 10 1.6% 1 8 480 藤野俊 今井茂 鹿毛 マツカゼキング ヤマノダイコヒメ ヤマノスキー 北海道茅部郡森町 南北海道今井　茂雅 中村　光雄 中村　光雄 2017/4/21 291

○ 15 オレノプライド 牡 2:52.8 第１回 3 1.7% 1 6 480 鈴木恵 槻舘重 鹿毛 カネサブラック 栄　姫 アカギテンリユウ 北海道網走市 北見 槻舘　重人 佐藤　久夫 大森　勝廣 2017/4/1 46

○ 16 ニセコヒカル 牝 2:53.9 第１回 3 1.7% 2 8 460 藤野俊 平田義 栗毛 ホッカイヒカル エメラルド コーネルトップ 北海道虻田郡ニセコ町 南北海道平田　義弘 堀　忠一 堀　忠一 2017/4/17 209

○ 17 タケノダイマオー 牡 2:56.0 第１回 4 1.7% 2 7 480 藤本匠 大友人 栗毛 ユウユウホマレ タカラユウカヒメ ヤマトゼンシン 北海道川上郡弟子屈町 釧路 大友　栄人 藤田　千代 秋田　忍 2017/3/11 179

○ 18 アオノソルテ 牡 2:56.3 第１回 9 1.6% 2 6 480 阿部武 金田勇 鹿毛 インフィニティー ヒマワリギャルコ ウンカイ 北海道茅部郡森町 南北海道金田　勇 中村　光雄 青山　修 2017/5/5 23

○ 19 マツノタイショウ 牡 2:57.2 第１回 12 1.5% 1 9 480 鈴木恵 小北栄 鹿毛 アアモンドヤワラ ミスミキ グレイトタイショウ 北海道檜山郡江差町 南北海道小北　栄一 山田　常雄 小松　達也 2017/3/15 266

○ 20 メイコウキング 牡 2:58.5 第１回 11 1.5% 2 5 480 村上章 槻舘重 鹿毛 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 槻舘　重人 （有）帯広ファ濱名　義昭 2017/4/10 281

○ 21 コノミチヒトスジ 牡 2:59.4 第１回 11 1.5% 3 3 480 鈴木恵 金山明 鹿毛 ユウユウホマレ 富士宝 ヤマトゼンシン 北海道川上郡弟子屈町 釧路 金山　明彦 山崎　留美子新山　正一郎2017/3/10 106

○ 22 スタールビー 牝 3:01.1 第１回 18 1.4% 1 5 460 西将太 長部幸 栗毛 インフィニティー 天　空 オーゴンキング 北海道中川郡幕別町 十勝 長部　幸光 浅井　嘉延 小向　勝司 2017/3/19 165

○ 23 キタノダイゴロウ 牡 3:01.7 第１回 15 1.5% 2 1 480 松田道 村上慎 鹿毛 カネサテンリュウ ヒカルロマン ヒカルセンリュウ 北海道足寄郡足寄町 十勝 村上　慎一 辻　虎男 管野　富夫 2017/4/4 66

○ 24 サクセスワンダー 牡 3:03.0 第１回 6 1.6% 2 3 480 阿部武 坂本東 青毛 シベチャタイガー ホッカイメグミ スターシンザン 北海道釧路市 釧路 坂本　東一 山根　福司 氏原　守男 2017/3/12 118

○ 25 カルヴァドス 牡 3:05.9 第１回 9 1.6% 3 8 480 船山蔵 鈴木邦 鹿毛 トウリュウ テンザンホウセキ スズテンザン 北海道帯広市 十勝 鈴木　邦哉 （有）帯広ファ佐々木　啓文2017/4/10 63

○ 26 ヨシノヒーロー 牡 3:08.3 第１回 10 1.6% 2 3 480 鈴木恵 鈴木邦 鹿毛 インフィニティー 天竜姫 ダイヤテンリユウ 北海道中川郡池田町 十勝 鈴木　邦哉 播　静雄 吉岡　良夫 2017/5/15 295

○ 27 プリンセススズ 牝 3:09.7 第１回 13 1.5% 1 8 460 長澤幸 服部義 鹿毛 キタノドリーマー カムイナナ ツルマキシンザン 北海道足寄郡陸別町 十勝 服部　義幸 村上　昭一 横井　均 2017/2/8 244

○ 27 コウシロウヒメ 牝 3:09.8 第１回 1 1.7% 1 6 460 鈴木恵 尾瀬富 栗毛 インフィニティー 桜 エビスカチドキ 北海道中川郡幕別町 十勝 尾ケ瀬　富雄西村　正順 （株）北西ファ2017/4/23 98

○ 29 スーパーブラック 牝 3:10.3 第１回 15 1.5% 3 5 460 鈴木恵 長部幸 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 長部　幸光 田村　親雄 田村　正 2017/3/12 163

○ 30 キタミサンブラック 牡 3:10.4 第１回 13 1.5% 2 4 480 阿部武 金田勇 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 岩渕　文雄 2017/2/25 71

○ 31 サクラダイヤモンド 牡 3:13.5 第１回 16 1.5% 3 9 480 藤本匠 槻舘重 鹿毛 レットダイヤ 桜誉姫 ツルマキシンザン 北海道常呂郡訓子府町 北見 槻舘　重人 岩渕　寿和 高柳　稔 2017/4/7 121

○ 32 コウシュハハイジー 牝 3:14.2 第１回 17 1.5% 1 7 460 藤本匠 大友人 栗毛 マルニセンプー ハクバビューティーキタノコウテイ 北海道十勝郡浦幌町 十勝 大友　栄人 北村　節子 広瀬　豪 2017/3/30 92

○ 33 サツキレディー 牝 3:14.3 第１回 7 1.6% 1 2 460 西将太 小林長 鹿毛 マツカゼキング 明　錦 マコトファイヤー 北海道函館市 南北海道小林　長吉 水島　幸美 南　信良 2017/4/15 125

○ 33 サロマタイショウ 牡 3:14.3 第１回 17 1.5% 2 3 480 渡来心 久田守 鹿毛 フクノカミカゼ 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 2017/4/8 126

○ 35 ミヤケリュウジン 牡 3:14.5 第１回 12 1.5% 2 4 480 藤野俊 鈴木邦 鹿毛 インフィニティー 舞　姫 アトミックドラゴン 北海道帯広市 十勝 鈴木　邦哉 （有）帯広ファ小林　祥晃 2017/5/10 276

○ 36 フレイムサクラ 牝 3:16.4 第１回 4 1.7% 3 8 460 西謙一 金田勇 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 金田　勇 三宮　久蔵 今野　義雄 2017/4/6 245

○ 37 カイセイライト 牡 3:16.6 第１回 5 1.7% 2 2 480 西謙一 西弘美 鹿毛 マシュウキング サクラノハルカゼ ナリタビッグマン 北海道紋別郡湧別町 北見 西　弘美 近藤　昇 近藤　昇 2017/3/16 47

○ 38 カワノイニーツィオ 牡 3:16.9 第１回 7 1.6% 2 4 480 鈴木恵 中島敏 鹿毛 インフィニティー ハリケーンマオ タケタカラ 北海道帯広市 十勝 中島　敏博 （有）帯広ファ川口　晃司 2017/4/2 64

○ 39 アースネオジャパン 牡 3:20.0 第１回 2 1.7% 1 3 480 阿部武 坂本東 栗毛 ユウユウホマレ マコトセンショウ センシヨウリ 北海道江別市 南北海道坂本　東一 アースドリーム丹羽　武 2017/4/27 2

○ 40 アアモンドボルト セ 3:22.4 第１回 5 1.7% 3 5 470 松田道 小林長 栃栗 ナカゼンスピード ベストスマイル マルニエーカン 北海道中川郡豊頃町 十勝 小林　長吉 島崎　幸喜 下内　美繪子2017/3/16 18

○ 41 ウォータンク 牡 3:23.6 第１回 12 1.5% 3 7 480 西謙一 西弘美 青毛 ヒノデレクサス 明　花 エビスオーカン 北海道根室市 釧路 西　弘美 岩瀬　久郎 長谷川　義晃2017/5/14 38

○ 42 ユリサクラ 牝 3:27.6 第１回 13 1.5% 3 2 460 西謙一 西弘美 青毛 カネサブラック 百合姫 クシロキンショウ 北海道河東郡士幌町 十勝 西　弘美 和田　智志 金田　龍二 2017/4/3 293

○ 43 コジロウマル 牡 3:28.5 第１回 7 1.6% 3 1 480 西謙一 西弘美 鹿毛 コジロウスペシャルフブキクイーン キタノビッグエース 北海道標津郡中標津町 釧路 西　弘美 杉岡　正美 丸毛　清美 2017/3/21 102

○ 44 ホクエイクイーン 牝 3:28.7 第１回 13 1.5% 4 1 460 菊池一 平田義 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 平田　義弘 松村　竜幸 （株）北栄運輸2017/3/16 250

○ 45 ショウオー 牡 3:29.0 第１回 7 1.6% 4 3 480 渡来心 久田守 鹿毛 インフィニティー 粟　姫 カツリキ 北海道中川郡幕別町 十勝 久田　守 中村　弥市 佐藤　豊 2017/3/31 151

○ 46 テンセイノカガヤキ 牡 3:29.7 第１回 13 1.5% 5 3 480 鈴木恵 槻舘重 鹿毛 カネサブラック エンジェリーナ ツルマキシンザン 北海道足寄郡足寄町 十勝 槻舘　重人 留田　邦彦 鈴木　勉 2017/3/6 195

○ 47 キタノキングダム 牡 3:29.8 第１回 13 1.5% 6 9 480 村上章 長部幸 鹿毛 ヤマトゼンシン 愛由姫 キタノフジノボリ 北海道釧路郡釧路町 釧路 長部　幸光 出村　孝光 出村　孝光 2017/2/26 149

○ 48 レッドクレオパトラ 牝 3:30.4 第１回 12 1.5% 4 6 460 藤本匠 小林長 鹿毛 ニュートリノ レッドローズ コマローレンス 北海道厚岸郡浜中町 釧路 小林　長吉 森山　明男 森山　明男 2017/4/5 304

○ 49 ホクトヒーロー 牡 3:31.0 第１回 17 1.5% 3 6 480 鈴木恵 岩本利 鹿毛 ダイエイヒーロー 栄福姫 一　番 北海道釧路市阿寒町 釧路 岩本　利春 斉藤　栄五 田山　克廣 2017/4/12 260

○ 50 ピュアリーエマ 牝 3:31.5 第１回 5 1.7% 4 9 460 藤野俊 今井茂 青毛 カネサブラック ピュアリーモモ アサヒセンショウ 北海道足寄郡足寄町 十勝 今井　茂雅 立川　芳枝 加藤　信一 2017/3/7 225
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http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23121404973&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23121401973&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23162406173&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102402673&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102407173&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23191400973&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102405573&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23152403373&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23181408973&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23133402173&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23101408973&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23112403873&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23181404973&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102400773&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23182402173&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23162403173&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132401373&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23162405073&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172401773&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102402573&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122409373&k_activeCode=1
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○ 51 キンオビ 牡 3:32.6 第１回 8 1.6% 3 4 480 赤塚健 久田守 青毛 フクノカミカゼ ヒトリアルキ ブラックジョージ 北海道北見市 北見 久田　守 久田　公氣 細野　俊秀 2017/4/4 79

○ 52 エンゼルフクヒメ 牝 3:33.3 第１回 18 1.4% 2 9 460 藤本匠 小林長 栗毛 コマローレンス 栄光姫 キタノローメイ 北海道白糠郡白糠町 釧路 小林　長吉 山田　恵理実南　信良 2017/4/19 41

○ 53 ツカサマーチ 牡 3:35.3 第１回 20 1.4% 1 7 480 阿部武 山本正 黒鹿毛ウンカイ 直御前 ナオイチ 北海道足寄郡足寄町 十勝 山本　正彦 松田　征治 川口　晋司 2017/3/15 183

○ 54 マオノマジック 牝 3:35.4 第１回 11 1.5% 4 1 460 阿部武 大友人 鹿毛 インフィニティー トウショウメロディ ユミタロウ 北海道中川郡豊頃町 十勝 大友　栄人 宝田　浩二 秋田　忍 2017/4/7 264

○ 55 カゲノクリフジ セ 3:35.5 第１回 2 1.7% 2 4 470 赤塚健 久田守 栗毛 シウン ナデシコ キクノルーラ 北海道川上郡弟子屈町 釧路 久田　守 渡部　忠司 稲谷　義雄 2017/3/17 52

○ 56 アバシリイチ 牡 3:38.1 第１回 6 1.6% 3 6 480 藤野俊 金田勇 鹿毛 トカチタカラ ミホノレディー ツルマキシンザン 北海道足寄郡陸別町 十勝 金田　勇 大内　実 佐藤　久夫 2017/4/24 29

○ 57 シンコーサンデー 牡 3:39.2 第１回 10 1.6% 3 7 480 西謙一 平田義 鹿毛 インフィニティー 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 平田　義弘 高山　征司 浅倉　功 2017/4/21 159

○ 58 フウマ 牡 3:39.5 第１回 14 1.5% 1 6 480 藤野俊 鈴木邦 青毛 カネサブラック ウィナークイン ウンカイ 北海道河東郡上士幌町 十勝 鈴木　邦哉 鈴木　義尚 古川　一志 2017/3/3 229

○ 59 イワキファイター 牡 3:39.7 第１回 9 1.6% 4 3 480 長澤幸 小林勝 鹿毛 アローファイター タワノアリカ ホッカイハヤテ 北海道常呂郡佐呂間町 北見 小林　勝二 森　裕治 蝦名　豊 2017/4/29 34

○ 60 コウシュハロマンス 牝 3:40.6 第１回 2 1.7% 3 7 460 西謙一 松井浩 鹿毛 ナリタボブサップ メムロヒカル アキバオーショウ 北海道河西郡芽室町 十勝 松井　浩文 竹澤　一彦 広瀬　豪 2017/4/21 97

○ 61 シロガネセンプー 牡 3:40.8 第１回 13 1.5% 7 7 480 渡来心 久田守 芦毛 禅　福 嵐　山 芯　情 北海道中川郡幕別町 十勝 久田　守 西村　正順 稲谷　義雄 2017/3/2 155

○ 62 ジェイサンデー 牡 3:41.7 第１回 8 1.6% 4 8 480 藤野俊 今井茂 青毛 カネサブラック タケツル サンデーブライアン北海道帯広市 十勝 今井　茂雅 日本家畜貿易小森　唯永 2017/3/26 136

○ 63 ジョナゴールド 牡 3:41.9 第１回 18 1.4% 3 1 480 西謙一 松井浩 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 大友　栄人 松田　肇 高柳　稔 2017/4/19 153

○ 64 アンパンチ 牝 3:48.1 第１回 3 1.7% 3 2 460 西将太 大友人 鹿毛 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 大友　栄人 横山　キク子竹内　嘉敦 2017/4/26 31

○ 65 シンエイアザミ 牝 3:48.4 第１回 1 1.7% 2 1 460 藤野俊 小林勝 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　勝二 芝桜高橋牧場上口　詩子 2017/4/24 156

○ 66 ジェイアース 牡 3:50.5 第１回 9 1.6% 5 4 480 鈴木恵 尾瀬富 芦毛 インフィニティー 協　験 コブー 北海道河西郡更別村 十勝 尾ケ瀬　富雄堂場　聰志 小森　唯永 2017/3/8 127

○ 67 ナカゼンカイ 牝 3:51.4 第１回 9 1.6% 6 1 460 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 2017/4/18 207

○ 68 コマサンカイリキ 牡 3:51.9 第１回 20 1.4% 2 3 480 藤野俊 金田勇 鹿毛 インフィニティー アメミコ ワカテンザン 北海道帯広市 十勝 金田　勇 （有）帯広ファ駒井　鉄雄 2017/4/12 107

○ 69 フレイムファイト 牡 3:52.3 第１回 8 1.6% 5 3 480 松田道 金田勇 鹿毛 マツカゼキング 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 2017/5/10 246

○ 70 ミントブラック 牝 3:53.8 第１回 7 1.6% 5 7 460 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 2017/3/31 280

○ 71 ブラックラブ 牝 3:54.6 第１回 15 1.5% 4 4 460 長澤幸 大河和 青毛 ウンカイ サクラセンショウ ニシキダイジン 北海道白糠郡白糠町 釧路 大河原　和雄及川　信一 山下　信一 2017/6/5 243

○ 72 トウショウアイリス 牝 3:54.7 第１回 15 1.5% 5 7 460 阿部武 大友人 鹿毛 インフィニティー トウショウスマイルタケタカラ 北海道中川郡豊頃町 十勝 大友　栄人 宝田　浩二 宝田　浩二 2017/3/20 198

× 73 イワキルージュ 牝 3:55.0 第１回 5 1.7% 5 3 460 長澤幸 小林勝 鹿毛 トカチタカラ センジュクィーン チダトドロキ 北海道足寄郡陸別町 十勝 小林　勝二 岡　明美 蝦名　豊 2017/3/5 35

× 74 デッカクナーレ 牡 3:56.2 第１回 16 1.5% 4 2 480 松本秀 大橋和 栗毛 ホリセンショウ ミスダイヤ シンリュウザン 北海道旭川市 北央 大橋　和則 村上　広昭 村上　廣昭 2017/3/25 193

× 75 コウシュハドリーム 牡 3:57.1 第１回 8 1.6% 6 2 480 西謙一 平田義 栗毛 イーグル 花　栄 チダトドロキ 北海道釧路市 釧路 平田　義弘 徳田　規子 広瀬　豪 2017/4/13 91

× 76 ビエイネーチャン 牝 3:57.9 第１回 20 1.4% 3 6 460 長澤幸 服部義 鹿毛 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 服部　義幸 新津　初男 佐藤　孝之 2017/3/23 219

× 77 コウシュハラブ 牡 4:00.4 第１回 7 1.6% 6 8 480 藤本匠 大友人 鹿毛 ダイエイヒーロー 珊　歌 蘭　藍 北海道釧路市 釧路 大友　栄人 前田　秀俊 広瀬　豪 2017/4/7 95

× 78 エーマンクイン 牝 4:02.4 第１回 3 1.7% 4 3 460 西謙一 西弘美 鹿毛 キングファラオ エイマンユメヒメ エアードリーム 北海道夕張郡長沼町 北央 西　弘美 山田　博 永満　祥薫 2017/4/28 40

× 79 バクマルダイマオー牡 4:04.2 第１回 1 1.7% 3 2 480 藤本匠 大友人 青毛 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 大友　栄人 藤田　千代 秋田　忍 2017/3/5 214

× 80 キンジロウ 牡 4:06.4 第１回 20 1.4% 4 5 480 藤本匠 岩本利 栗毛 ホクショウファイト 光美鈴 ヒカルセイコウ 北海道川上郡弟子屈町 釧路 大河原　和雄長谷川　義晃甲角　斎 2017/2/26 82

× 81 キタミノハナ 牝 4:09.8 第１回 17 1.5% 4 8 460 松田道 村上慎 鹿毛 レットダイヤ メチャンコヒメ ユミタロウ 北海道常呂郡訓子府町 北見 村上　慎一 岩渕　寿和 大熊　金八 2017/2/26 72

× 82 コテツ 牡 4:11.9 第１回 4 1.7% 4 10 480 長澤幸 服部義 栗毛 アアモンドゴールドヒメコテツ キタノコテツ 北海道足寄郡足寄町 十勝 服部　義幸 川上　優 中山　一行 2017/4/12 105

× 83 ミチノクイン 牝 4:12.3 第１回 10 1.6% 4 2 460 阿部武 坂本東 鹿毛 キングファラオ セイリュウヒメ タカダヤジェット 北海道沙流郡平取町 南北海道坂本　東一 樫野　元一 永澤　博之 2017/3/3 273

× 84 フェアリーミク 牝 4:12.9 第１回 7 1.6% 7 10 460 島津新 岩本利 鹿毛 アサヒセンショウ レディアイドル ウンカイ 北海道十勝郡浦幌町 十勝 岩本　利春 廣川　健二 日野　貴 2017/4/24 230

× 85 ルナクレスタ 牝 4:13.8 第１回 1 1.7% 4 8 460 島津新 岩本利 鹿毛 ライデンロック キュートエンジェルツルマキシンザン 北海道河東郡上士幌町 十勝 岩本　利春 金田　龍二 島津　信 2017/2/22 302

× 86 トカチノホシ 牡 4:16.2 第１回 6 1.6% 4 9 480 松田道 村上慎 鹿毛 ナリタボブサップ 飛　鳥 肖　命 北海道河東郡音更町木野 十勝 村上　慎一 香田　則夫 大熊　金八 2017/4/16 200

× 87 ヤマカツプリンセス 牝 4:27.2 第１回 15 1.5% 6 3 460 藤野俊 金田勇 鹿毛 アローファイター ドウナンカツヒメ ハイパービート 北海道二海郡八雲町 南北海道金田　勇 大竹　武 大竹　武 2017/2/15 286

× 88 ジョウナンハクホウ 牡 4:28.9 第１回 18 1.4% 4 8 480 島津新 岩本利 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 岩本　利春 斉藤　寿道 ＪＳファーム（ 2017/1/24 152

× 89 キタノベニザクラ 牝 4:29.4 第１回 18 1.4% 5 3 460 鈴木恵 服部義 鹿毛 キタノドリーマー ニチリン ウンカイ 北海道足寄郡陸別町 十勝 服部　義幸 村上　昭一 太細　保春 2017/3/28 69

× 90 ペルセポネ 牝 4:30.9 第１回 14 1.5% 2 1 460 長澤幸 服部義 鹿毛 レッドファング ツルイユウキ トップダンディー 北海道釧路市阿寒町 釧路 服部　義幸 安藤　浩太朗松本　憲治 2017/5/8 248

× 91 レットパンサー 牡 4:31.2 第１回 19 1.4% 4 5 480 島津新 大河和 鹿毛 レットダイヤ アキバビジン アキバオーショウ 北海道常呂郡訓子府町 北見 大河原　和雄林　茂 瀧川　裕之 2017/5/20 305

× 92 キリンザン 牡 4:31.3 第１回 18 1.4% 6 6 480 藤野俊 鈴木邦 鹿毛 トウリュウ イチリュウヒメ カゲシュウホー 北海道帯広市 十勝 鈴木　邦哉 （有）帯広ファ渡邊　悟 2017/5/27 78

× 93 メメノチカラ 牝 4:31.5 第１回 19 1.4% 5 4 460 舘澤直 今井茂 青毛 驚　生 蝶　舞 タカノチグサ 北海道標津郡中標津町 釧路 今井　茂雅 渡辺　善弘 杉岡　正美 2017/3/18 284

× 94 サクラモモ 牝 4:39.2 第１回 6 1.6% 5 10 460 長澤幸 服部義 鹿毛 レッドファング ミチノクシバサクラキタノイチオク 北海道釧路市阿寒町 釧路 服部　義幸 尾屋　保博 中山　一行 2017/4/22 122

× 95 ロングビユウテイ 牝 4:40.5 第１回 1 1.7% 5 4 460 西将太 西康幸 鹿毛 ダイエイヒーロー 幸　姫 サカノリキマル 北海道釧路市阿寒町 釧路 西　康幸 野澤　幸弘 熊谷　信義 2017/4/25 306

× 96 アース 牡 4:41.2 第１回 19 1.4% 6 1 480 長澤幸 服部義 栗毛 ウンカイ セタナセンプー ヒカルセンプー 北海道久遠郡せたな町 南北海道服部　義幸 尾野　彰悟 石川　達敏 2017/4/14 1

× 97 ミミ 牝 4:44.4 第１回 11 1.5% 5 8 460 西謙一 西弘美 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 西　弘美 南　日出男 南　日出男 2017/1/31 275

× 98 イワフネアウマ 牡 4:45.3 第１回 6 1.6% 6 1 480 船山蔵 鈴木邦 栗毛 イサムフジ ゴールデン姫 ゴールデンガバナー北海道厚岸郡浜中町 釧路 鈴木　邦哉 船山　喜勝 船山　喜勝 2017/5/9 36

× 99 ホクエイサンキチ 牡 4:46.0 第１回 4 1.7% 5 4 480 鈴木恵 中島敏 鹿毛 インフィニティー マックスビクトリー マックスセンプー 北海道河東郡音更町 十勝 中島　敏博 （株）キューサ（株）北栄運輸2017/4/20 251

× 100 ワイルドアーム 牝 4:47.9 第１回 20 1.4% 5 4 460 西謙一 西弘美 鹿毛 ライトアーム 百合姫 ヒカルセイコウ 北海道川上郡弟子屈町 釧路 西　弘美 長谷川　義晃長谷川　義晃2017/4/7 307

http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102400173&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23192404073&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172402673&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23101405973&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122404773&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23162406973&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23191404873&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23112403073&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102409173&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172400473&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23152402173&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23152400273&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23152406373&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132402173&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23192405173&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23191409873&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132400473&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102403073&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102402273&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23192402273&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23192407873&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23101404973&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23101401973&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23133401173&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102407573&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122402173&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23112407573&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172402573&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23192404373&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23112403473&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23121405973&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23112402373&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23152404873&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23152401273&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122408073&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23142402073&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102403673&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122406373&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23181408873&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23182408473&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23121406973&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102404073&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23112404773&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102400873&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23112401573&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23112400273&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172403273&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132407873&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23271407873&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23162402573&k_activeCode=1
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騎手 調教師 毛色 父 母 母父 生産地 地区 調教師 生産者 馬主 生年月日
調教
番号

× 101 ヤマサンラオウ 牡 4:50.3 第１回 3 1.7% 5 7 480 藤本匠 岩本利 鹿毛 ヒロノヤマト 日高福姫 フラノカツオ 北海道爾志郡乙部町 南北海道岩本　利春 原田　甚一 川村　幸平 2017/4/25 287

× 102 サクラジョージ 牡 4:52.4 第１回 1 1.7% 6 5 480 阿部武 金田勇 鹿毛 イサムフジ 栄峰娘 ミドリショウリ 北海道川上郡標茶町 釧路 金田　勇 板鼻　要一 （有）古閑牧場2017/4/28 120

× 103 フジノリュウオー 牡 4:55.9 第１回 15 1.5% 7 9 480 赤塚健 小林長 青毛 ニュートリノ モリトップ マルミキンザン 北海道厚岸郡浜中町 釧路 小林　長吉 森山　明男 小笠原　達也2017/4/20 237

× 104 ヤマノシャネル 牝 5:05.0 第１回 13 1.5% 8 5 460 藤野俊 今井茂 青毛 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 2017/4/12 290

× 105 アヴエクトワ 牝 5:38.3 第１回 11 1.5% 6 7 460 渡来心 久田守 鹿毛 コトノカツマ スズハナゴゼン カツテンオウ 北海道川上郡標茶町 釧路 久田　守 飯塚　貞子 細野　俊秀 2017/2/19 22

× 106 ジェイカップ 牡 5:58.9 第１回 6 1.6% 7 7 480 西謙一 平田義 栗毛 ホリセンショウ コーネルレディ コーネルトップ 北海道帯広市 十勝 平田　義弘 小森　唯永 小森　唯永 2017/3/14 133

× アップグレード 牝 中止 第１回 1 1.7% 止 3 460 西謙一 西弘美 鹿毛 シズユタカ 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 西　弘美 竹久　克明 杉沢　勝治 2017/1/26 28

× マスターミミ 牡 中止 第１回 1 1.7% 止 7 480 渡来心 今井茂 鹿毛 ライデンロック ニューミミ タカライーグル 北海道河東郡上士幌町 十勝 今井　茂雅 金田　龍二 長澤　廣茂 2017/3/21 265

× カクセンクシロ 牡 中止 第１回 1 1.7% 止 9 480 村上章 鈴木邦 芦毛 フジカチドキ 菊　姫 クシロキンショウ 北海道阿寒郡鶴居村 釧路 鈴木　邦哉 松井　紀行 松井　紀行 2017/3/17 51

× ジェイサクラ 牝 中止 第１回 2 1.7% 止 1 460 菊池一 山本正 鹿毛 カネサブラック アアイマデショー ヒカルイットウセイ 北海道帯広市 十勝 山本　正彦 小森　唯永 小森　唯永 2017/4/13 134

× ナツノソラ 牡 中止 第１回 2 1.7% 止 2 480 鈴木恵 槻舘重 フジカチドキ （不明） 北海道阿寒郡鶴居村 釧路 槻舘　重人 松井　紀行 208

× ユメタロウ 牡 中止 第１回 2 1.7% 止 5 480 松本秀 大橋和 栗毛 ライトアーム 夢　子 ヒカルセイコウ 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2017/5/31 292

× ラブリーキララ 牝 中止 第１回 2 1.7% 止 6 460 松田道 村上慎 栗毛 キョウエイボーイ 青　竜 クシロミノル 北海道標津郡標津町 釧路 村上　慎一 若杉　昌人 杉岡　正美 2017/3/19 298

× ファストパワフル 牡 中止 第１回 2 1.7% 止 8 480 藤野俊 鈴木邦 鹿毛 インフィニティー ローズガール トウカイシンザン 北海道帯広市 十勝 鈴木　邦哉 （有）帯広ファ鈴木　公伸 2017/5/11 228

× ステキ 牝 中止 第１回 2 1.7% 止 9 460 西将太 西弘美 青毛 キングファラオ ヒカルサカエ ウンカイ 北海道沙流郡平取町 南北海道西　弘美 二谷　守一 二谷　守一 2017/4/23 166

× ゴウカイレディ 牝 中止 第１回 2 1.7% 止 10 460 長澤幸 金田勇 鹿毛 ライデンロック ゴウケンレディ ケンジュオー 北海道河東郡上士幌町 十勝 金田　勇 金田　龍二 金田　龍二 2017/4/10 88

× ジェイビック 牡 中止 第１回 3 1.7% 止 4 480 松田道 尾瀬富 鹿毛 カネサブラック ジェイツー クリショウザン 北海道帯広市 十勝 尾ケ瀬　富雄小森　唯永 小森　唯永 2017/4/17 142

× ミヤノデルフィノ 牝 中止 第１回 3 1.7% 止 5 460 島津新 林　豊 栗毛 シベチャタイガー 小　町 スターシンザン 北海道釧路市 釧路 林　豊 山根　福司 （有）宮村牧場2017/4/24 279

× キンコウセイ 牡 中止 第１回 3 1.7% 止 9 480 長澤幸 服部義 栗毛 ヤマトゼンシン 梅　花 ホッカイハヤテ 北海道川上郡弟子屈町 釧路 服部　義幸 藤田　千代 遠藤　由香 2017/3/14 80

× カイトス 牝 中止 第１回 4 1.7% 止 1 460 菊池一 大橋和 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 西　弘美 早崎　正人 杉沢　勝治 2017/4/1 49

× イタダキ 牡 中止 第１回 4 1.7% 止 2 480 村上章 鈴木邦 芦毛 トウリュウ ハイカラサン ユミタロウ 北海道帯広市 十勝 鈴木　邦哉 （有）帯広ファ村上　貴擁俊2017/2/17 32

× ホクショウケンシ 牡 中止 第１回 4 1.7% 止 3 480 松田道 村上慎 黒鹿毛ホクショウダイヤ ホクショウモモ ナオイチ 北海道夕張郡由仁町 北央 村上　慎一 井内　昭夫 井内　紀子 2017/3/13 253

× ティムール 牝 中止 第１回 4 1.7% 止 6 460 西将太 西弘美 芦毛 キョウエイボーイ 天　龍 カツテンリュウ 北海道標津郡標津町 釧路 西　弘美 榧木　悦雄 高田　文男 2017/4/5 192

× オヒサマ 牝 中止 第１回 4 1.7% 止 9 460 島津新 岩本利 鹿毛 カネサテンリュウ ヤマノコスモス ヤマノスキー 北海道茅部郡森町 南北海道岩本　利春 中村　光雄 遠藤　由香 2017/3/15 45

× ニュータイキン 牝 中止 第１回 5 1.7% 止 1 460 菊池一 大橋和 栗毛 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 2017/4/24 210

× カネダワラ 牡 中止 第１回 5 1.7% 止 4 480 赤塚健 久田守 芦毛 カネサブラック ダンツァーレドンナタケノタイトル 北海道北見市 北見 久田　守 久田　公氣 細野　俊秀 2017/2/9 59

× フクノキタル 牝 中止 第１回 5 1.7% 止 6 460 阿部武 山本正 芦毛 イーグル 鮮紅姫 ランタロー 北海道釧路市 釧路 山本　正彦 徳田　規子 （株）北西ファ2017/5/11 233

× ダイヤキンカイ 牡 中止 第１回 5 1.7% 止 8 480 西将太 西康幸 鹿毛 ヒロノドラゴン ドリームテンリュウダイチドリーム 北海道川上郡弟子屈町 釧路 西　康幸 高田　金吾 三村　和雄 2017/5/10 174

× ミヤノコロニア 牝 中止 第１回 5 1.7% 止 10 460 島津新 林　豊 鹿毛 ユウユウホマレ 鼓　菊 ヤマトゼンシン 北海道川上郡弟子屈町 釧路 林　豊 田森　千種 （有）宮村牧場2017/3/20 278

× ハクノスミカ 牝 中止 第１回 6 1.6% 止 2 460 西将太 西弘美 青毛 アサノカイリキ スーパーローズ ダイヤテンリユウ 北海道日高郡新ひだか町 南北海道西　弘美 木村　正春 田中　春美 2017/5/6 213

× ヒカルナデシコ 牝 中止 第１回 6 1.6% 止 4 460 菊池一 谷あゆ 鹿毛 ナリタボブサップ インパルジョン サンデーブライアン北海道河東郡音更町 十勝 谷　あゆみ 長澤　廣茂 長澤　廣茂 2017/5/23 221

× コウシュハティエン 牝 中止 第１回 6 1.6% 止 8 460 藤本匠 大友人 鹿毛 インフィニティー ヨシノサクラ タケタカラ 北海道十勝郡浦幌町 十勝 大友　栄人 吉仲　竹男 広瀬　豪 2017/4/13 90

× アオノユウカ 牝 中止 第１回 7 1.6% 止 5 460 阿部武 金田勇 青毛 イサムフジ 明　花 ユウシンコマ 北海道釧路市 釧路 金田　勇 米内　喜代 三宮　久蔵 2017/2/26 24

× ホクショウボス 牡 中止 第１回 7 1.6% 止 6 480 松田道 槻舘重 鹿毛 キタノドリーマー 平　美 鋒　分 北海道足寄郡陸別町 十勝 槻舘　重人 村上　昭一 井内　紀子 2017/1/10 255

× ブラックノカガヤキ 牡 中止 第１回 7 1.6% 止 9 480 藤野俊 鈴木邦 青毛 カネサブラック ヒカルピアス タカラキング 北海道河東郡上士幌町 十勝 鈴木　邦哉 鈴木　義尚 小林　良二 2017/2/11 242

× フクチャン 牝 中止 第１回 8 1.6% 止 1 460 西将太 中島敏 鹿毛 ライデンロック タカラロイヤル ウンカイ 北海道川上郡弟子屈町 釧路 中島　敏博 藤田　千代 藤田　千代 2017/3/14 232

× アイビー 牝 中止 第１回 8 1.6% 止 6 460 菊池一 西弘美 鹿毛 イワキジナンボー 優　宝 ウメノセイウン 北海道中川郡美深町 北央 西　弘美 外崎　敬雄 菅野　二十世2017/4/2 21

× ジェイアベリア 牝 中止 第１回 8 1.6% 止 9 460 阿部武 坂本東 鹿毛 ホクショウダイヤ イワキハツヒメ ホクショウファイト 北海道帯広市 十勝 坂本　東一 小森　唯永 小森　唯永 2017/5/7 129

× ホクトリキ 牡 中止 第１回 9 1.6% 止 2 480 藤本匠 岩本利 鹿毛 イサムフジ 夕里姫 ミドリショウリ 北海道川上郡標茶町 釧路 岩本　利春 飯塚　貞子 石岡　務 2017/3/17 261

× シンエイメイホウ 牡 中止 第１回 9 1.6% 止 5 480 西謙一 西弘美 鹿毛 ソウヤセンプー 天塩宝 ハイセンプー 北海道稚内市 北央 西　弘美 早崎　正人 上口　詩子 2017/6/27 158

× テンクウ 牡 中止 第１回 9 1.6% 止 7 480 菊池一 槻舘重 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 大友　栄人 佐々木　博 高柳　稔 2017/3/15 194

× カツギルドン 牡 中止 第１回 10 1.6% 止 1 480 島津新 岩本利 鹿毛 ホリセンショウ 小　菊 コマローレンス 北海道釧路市阿寒町 釧路 岩本　利春 最上　金吉 田山　克廣 2017/5/17 54

× ジェイウルマ 牝 中止 第１回 10 1.6% 止 4 460 西将太 長部幸 栗毛 ウルマ　ドュ　スーキタノイチバンボシブラックジョージ 北海道帯広市 十勝 長部　幸光 小森　唯永 小森　唯永 2017/3/17 132

× オジョウハツヨイ 牝 中止 第１回 10 1.6% 止 5 460 菊池一 中島敏 鹿毛 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 中島　敏博 斉藤　勝 （株）北西ファ2017/3/30 44

× テンリュウ 牡 中止 第１回 10 1.6% 止 6 480 長澤幸 服部義 鹿毛 キタノイチオク 鶴栗姫 ツルマキシンザン 北海道釧路市阿寒町 釧路 服部　義幸 尾屋　保博 松本　憲治 2017/5/30 197

× ペルチャン 牝 中止 第１回 10 1.6% 止 9 460 松本秀 大橋和 青毛 尚　駕 清　姫 キヨイチ 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2017/1/13 249

× ジェイティアラ 牝 中止 第１回 11 1.5% 止 9 460 菊池一 山本正 鹿毛 インフィニティー 姫　松 クリスタルシーザー北海道中川郡幕別町 十勝 山本　正彦 浅井　嘉延 小森　唯永 2017/5/20 140

× サツキガール 牝 中止 第１回 12 1.5% 止 1 460 菊池一 大橋和 青毛 アローファイター 朝霧二世 アトミックドラゴン 北海道河東郡士幌町 十勝 大橋　和則 和田　智志 菅野　二十世2017/5/1 123

× トップギヤ 牡 中止 第１回 12 1.5% 止 2 480 長澤幸 服部義 栗毛 キタノドリーマー アローモーション アトミックドラゴン 北海道足寄郡陸別町 十勝 服部　義幸 村上　昭一 中山　一行 2017/4/12 202

× カミセンショウ 牡 中止 第１回 12 1.5% 止 3 480 島津新 岩本利 青毛 ホリセンショウ 真紀姫 チダトドロキ 北海道釧路市阿寒町 釧路 岩本　利春 最上　金吉 遠藤　由香 2017/5/27 60

http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102409673&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172409073&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23162404773&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102406273&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23162406073&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132409173&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23152408673&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132400073&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23142408473&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23142404173&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102407473&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23192409673&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23181409973&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132406273&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132401073&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23142400173&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23142400573&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23192406373&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132401873&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23191402973&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23151402973&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122401773&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102408273&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23192403273&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102401173&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102408573&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172407873&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23182402373&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23152404673&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23192404173&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102400373&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122409773&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23181404873&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122406073&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23192407373&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172409273&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172400873&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23162407073&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132402873&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23131401973&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23112409573&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132408173&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132409873&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23192409773&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102406473&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23162400173&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23181405973&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23191400873&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23112408573&k_activeCode=1


4 / 4 ページ
2019年帯広ばんえい競馬　第１回能検結果（合格・タイム順） 2019/5/3

合
否

総合
順位 馬名

性
別 タイム 能検 R 水分

着
順

馬
番

重
量

騎手 調教師 毛色 父 母 母父 生産地 地区 調教師 生産者 馬主 生年月日
調教
番号

× ゴールドハンター 牡 中止 第１回 12 1.5% 止 5 480 阿部武 金田勇 栗毛 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 高橋　健二 2017/5/3 100

× ワキチ 牡 中止 第１回 12 1.5% 止 8 480 渡来心 今井茂 青毛 ライデンロック 千　明 ウンカイ 北海道河東郡士幌町 十勝 今井　茂雅 和田　智志 長澤　廣茂 2017/6/13 308

× センショウハヤテ 牝 中止 第１回 13 1.5% 止 6 460 藤本匠 岩本利 青毛 ライデンロック サカノタケヒメ ウメノセイウン 北海道河東郡上士幌町 十勝 岩本　利春 金田　龍二 浅野　勝善 2017/2/20 168

× カモミール 牝 中止 第１回 14 1.5% 止 2 460 西将太 西弘美 芦毛 ソウヤセンプー 筆　灼 優　熔 北海道空知郡中富良野町 北央 西　弘美 竹久　克明 杉沢　勝治 2017/5/9 62

× カツリュウ 牡 中止 第１回 14 1.5% 止 3 480 鈴木恵 岩本利 鹿毛 ライデンロック カネサレーヌ ツルマキシンザン 北海道河東郡上士幌町 十勝 岩本　利春 金田　龍二 田山　克廣 2017/4/27 58

× マリンゴールド 牝 中止 第１回 14 1.5% 止 4 460 阿部武 坂本東 栗毛 グレートエンペラーヒデチャン ニシキロード 北海道野付郡別海町 釧路 坂本　東一 岩瀬　賢介 北角　重雄 2017/5/5 270

× ライム 牝 中止 第１回 14 1.5% 止 5 460 松本秀 大橋和 鹿毛 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 大橋　和則 加藤　勇 加藤　勇 2017/4/13 296

× コウシュハサクラ 牝 中止 第１回 14 1.5% 止 7 460 藤本匠 大友人 鹿毛 トカチタカラ 桜　姫 マルミテイオー 北海道中川郡池田町 十勝 大友　栄人 清水　茂 広瀬　豪 2017/4/25 89

× ジェイファイザー 牡 中止 第１回 14 1.5% 止 8 480 西謙一 金山明 鹿毛 ホクショウダイヤ エリザベスゴール ブラックジョージ 北海道帯広市 十勝 金山　明彦 小森　唯永 小森　唯永 2017/3/14 143

× グローリー 牡 中止 第１回 15 1.5% 止 2 480 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 小松　功 2017/4/22 85

× ジェイダイアナ 牝 中止 第１回 15 1.5% 止 8 460 菊池一 槻舘重 鹿毛 インフィニティー コウシュハダイアナニシキダイジン 北海道帯広市 十勝 槻舘　重人 小森　唯永 小森　唯永 2017/5/20 138

× リュウジンライデン 牡 中止 第１回 16 1.5% 止 1 480 菊池一 西邑春 青毛 アローファイター 宝　寿 ウンカイ 北海道十勝郡浦幌町 十勝 西邑　春夫 坪原　健治 田中　猛 2017/3/12 300

× ヤマノサワヒメ 牝 中止 第１回 16 1.5% 止 4 460 長澤幸 服部義 青毛 キタノイチオク 優　姫 トウカイパルサ 北海道釧路市 釧路 服部　義幸 山崎　征英 中山　一行 2017/4/19 289

× ヒメミヤ 牝 中止 第１回 16 1.5% 止 5 460 鈴木恵 鈴木邦 鹿毛 インフィニティー エビータ カゲシュウホー 北海道帯広市 十勝 鈴木　邦哉 （有）帯広ファ齋藤　修 2017/2/12 224

× ウンリュウ 牡 中止 第１回 16 1.5% 止 7 480 西将太 中島敏 青毛 キングファラオ アアモンドロザンナニシキロード 北海道勇払郡むかわ町穂別南北海道中島　敏博 多村　稔 （株）青海建設2017/4/3 39

× フクマス 牡 中止 第１回 17 1.5% 止 1 480 松本秀 西弘美 青毛 コジロウスペシャルアオイスペシャル ニシキダイジン 北海道標津郡中標津町 釧路 西　弘美 杉岡　正美 安居　孝 2017/5/7 234

× アアモンドキング 牡 中止 第１回 17 1.5% 止 2 480 阿部武 金山明 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 金山　明彦 加藤　勇 下内　美繪子2017/4/13 10

× キタミハナグッド 牝 中止 第１回 17 1.5% 止 5 460 藤野俊 金田勇 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 金田　勇 國田　悦司 （株）グッド 2017/3/26 74

× ラベンダーガール 牝 中止 第１回 17 1.5% 止 9 460 西将太 西康幸 青毛 ウンカイ フジノアヤカ タカラセイウン 北海道標津郡標津町 釧路 西　康幸 加藤　勇 加藤　勇 2017/3/3 299

× オクシリテイオー 牡 中止 第１回 18 1.4% 止 2 480 松本秀 大橋和 青毛 輪　良 柊　姫 シルバーボーイ 北海道奥尻郡奥尻町 南北海道西　弘美 長谷川　博 高田　文男 2017/3/9 43

× ミスピーチ 牝 中止 第１回 18 1.4% 止 4 460 阿部武 坂本東 鹿毛 グレートエンペラー桜 ダイナキング 北海道野付郡別海町 釧路 坂本　東一 岩瀬　賢介 鈴木　隆盛 2017/4/10 271

× チロチャン 牝 中止 第１回 18 1.4% 止 7 460 菊池一 中島敏 青毛 アサノカイリキ 千　花 肖　命 北海道日高郡新ひだか町 南北海道中島　敏博 橋本　岩雄 （株）青海建設2017/2/25 182

× ジェイランタナ 牝 中止 第１回 19 1.4% 止 2 460 阿部武 坂本東 鹿毛 ウンカイ ヒヤヤッコ オノショウ 北海道帯広市 十勝 坂本　東一 日本家畜貿易小森　唯永 2017/5/30 146

× フナノオリオン 牡 中止 第１回 19 1.4% 止 6 480 西将太 松井浩 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 舩戸　勝 2017/2/27 238

× シンエイシンザン 牝 中止 第１回 19 1.4% 止 9 460 藤本匠 久田守 鹿毛 トウカイシンザン 大和栄 ヤマトカイザン 北海道紋別郡雄武町 北見 久田　守 小松原　昇 上口　詩子 2017/4/22 157

× ヒメアイカ 牝 中止 第１回 20 1.4% 止 1 460 赤塚健 久田守 栗毛 シウン 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2017/5/10 222

× スーパータカラ 牝 中止 第１回 20 1.4% 止 2 460 鈴木恵 中島敏 鹿毛 トカチタカラ 第三菊姫 ハシレアキオー 北海道中川郡池田町 十勝 中島　敏博 堀井　浩明 （株）北西ファ2017/3/31 161

× アアモンドカゲオー セ 取消 第１回 1 1.7% 消 10 470 松田道 金山明 鹿毛 レットダイヤ 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 金山　明彦 岩渕　寿和 下内　美繪子2017/1/25 6

× コウシュハルビー 牝 取消 第１回 3 1.7% 消 1 460 阿部武 金山明 鹿毛 インフィニティー 皐　月 ダイヤテンリユウ 北海道中川郡幕別町忠類 十勝 金山　明彦 野坂　清太郎広瀬　豪 2017/5/8 96

× ジェイサツキ 牝 取消 第１回 3 1.7% 消 10 460 菊池一 今井茂 鹿毛 トカチタカラ 松　姫 ヒカルイットウセイ 北海道中川郡池田町 十勝 今井　茂雅 江口　勇 小森　唯永 2017/3/18 135

× ボブサトチャン 牝 取消 第１回 11 1.5% 消 4 460 舘澤直 今井茂 青毛 ナリタボブサップ サトチャンカラフルナリタビッグマン 北海道河東郡音更町 十勝 今井　茂雅 長澤　廣茂 長澤　廣茂 2017/4/2 262

× メオトサワー 牝 取消 第１回 11 1.5% 消 6 460 西将太 西康幸 栗毛 シズユタカ 青　山 ブレーブファイター 北海道空知郡中富良野町 北央 西　康幸 竹久　克明 杉沢　勝治 2017/3/16 283

× マツリ 牡 取消 第１回 14 1.5% 消 9 480 菊池一 山本正 鹿毛 ライデンロック 初　姫 ダイヤキンショウ 北海道河東郡上士幌町 十勝 山本　正彦 鈴木　義尚 泉　義範 2017/2/27 269

× モモ 牝 取消 第１回 16 1.5% 消 8 460 西謙一 今井茂 鹿毛 キタノドリーマー 香　姫 鋒　分 北海道足寄郡陸別町 十勝 今井　茂雅 村上　昭一 村上　昭一 2017/4/2 285

× コウシュハボルト 牡 取消 第１回 17 1.5% 消 4 480 西謙一 平田義 栗毛 インフィニティー 勇富士姫 富士力 北海道十勝郡浦幌町 十勝 平田　義弘 北村　節子 広瀬　豪 2017/5/30 94

※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。

は当初から変更のあった事項

http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23162404073&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122406873&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122407073&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23162401673&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132403073&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23162406873&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23193407073&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23181403973&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132406173&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23162407173&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172403873&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23182403173&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23142404573&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23191401973&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172404773&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102402773&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23182403673&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23111406973&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23182404673&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23142406373&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132406873&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23152402673&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23182403873&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122402573&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102409973&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102404573&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23181402973&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23111409973&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23191405873&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23181400973&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23192403173&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23162400673&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23112402073&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23181409873&k_activeCode=1
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23162408173&k_activeCode=1
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