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〇 1 シンエイアロー 牝 2:24.6 第２回 2 1.1% 1 3 460 西謙一 西弘美 鹿毛 アローファイター ヒメノハツヒメ ウンカイ 北海道足寄郡足寄町 十勝 西　弘美 松田　征治 上口　詩子 2018/5/17 156 2回目

〇 2 キタノダンディ 牡 2:25.1 第２回 15 1.0% 1 7 480 松田道 村上慎 青毛 カネサテンリュウ マリーロマンス ウンカイ 北海道足寄郡足寄町 十勝 村上　慎一 村上　孝三 三田　正眞 2018/4/13 83

〇 3 アバシリサクラ 牝 2:33.8 第２回 13 1.0% 1 3 460 西将太 金田勇 青毛 トカチタカラ 琴　桜 ヒカルイットウセイ 北海道中川郡池田町 十勝 金田　勇 江口　勇 佐藤　久夫 2018/3/6 24

〇 4 ジェイマーガレット 牝 2:37.0 第２回 8 1.0% 1 3 460 阿部武 坂本東 黒鹿毛ミスタートカチ 朝日光 アサヒセンショウ 北海道中川郡本別町 十勝 坂本　東一 横山　キク子小森　唯永 2018/4/23 149 2回目

〇 5 カイセキングオー 牡 2:38.6 第２回 1 1.1% 1 8 480 阿部武 坂本東 栗毛 テンマビュウテイ 秋　姫 ブレーブファイター 北海道紋別郡湧別町 北見 坂本　東一 近藤　昇 近藤　昇 2018/5/2 61 2回目

〇 6 イオン 牝 2:38.8 第２回 15 1.0% 2 3 460 鈴木恵 槻舘重 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 槻舘　重人 奥泉　愛子 奥泉　愛子 2018/1/22 30

〇 7 キリンゴウ 牡 2:42.0 第２回 4 1.1% 1 6 480 西謙一 西弘美 青毛 ジャングルソング ヤマノダイコヒメ ヤマノスキー 北海道茅部郡森町 南北海西　弘美 中村　光雄 米澤　保祐樹2018/4/25 100 2回目

〇 8 レッツゴーリータン 牝 2:42.2 第２回 13 1.0% 2 1 460 阿部武 坂本東 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 北海道常呂郡訓子府町 北見 坂本　東一 岩渕　寿和 駒井　正人 2018/3/18 308 2回目

〇 8 フジヒメ 牝 2:42.2 第２回 4 1.1% 2 3 460 村上章 小林長 鹿毛 テンカムソウ アアモンドサマー キタノコウテイ 岩手県滝沢市 南北海小林　長吉 斉藤　喜征 齊藤　晴司 2018/4/15 232 2回目

〇 10 キタオアシス 牡 2:43.8 第２回 12 1.0% 1 7 480 渡来心 今井茂 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 今井　茂雅 （株）金福畜産崔　明智 2018/3/28 75 2回目

〇 11 ブルーレジーナ 牝 2:44.5 第２回 14 1.0% 1 3 460 阿部武 大友栄 青毛 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 大友　栄人 横山　キク子高橋　史敏 2018/3/26 239 2回目

〇 12 ホッカイタイガー セ 2:46.8 第２回 9 1.0% 1 5 470 松田道 坂本東 鹿毛 シベチャタイガー モニカシナモン 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 2018/3/12 256 2回目

〇 13 タカラシンザン 牡 2:48.0 第２回 1 1.1% 2 4 480 鈴木恵 金山明 栗毛 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 金山　明彦 佐藤　昭三郎新山　正一郎2018/4/8 178 2回目

〇 14 サウスミドリ 牝 2:49.1 第２回 1 1.1% 3 5 460 西謙一 西弘美 鹿毛 キングスナイパー 若　緑 ジョワュー 北海道中川郡美深町 北央 西　弘美 南　日出男 南　日出男 2018/1/4 131

〇 15 ウルトラモモ 牝 2:50.8 第２回 15 1.0% 3 2 460 阿部武 小林長 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 小林　長吉 加藤　勇 宮田　邦子 2018/5/20 43 2回目

〇 16 マルホンキンリュウ 牡 2:51.2 第２回 10 1.0% 1 3 480 阿部武 金田勇 青毛 アローファイター デラックプライム ミノルキンショウ 北海道中川郡本別町 十勝 金田　勇 本寺　政則 本寺　政則 2018/3/1 268

〇 17 ホクショウヒカリ 牝 2:51.3 第２回 1 1.1% 4 1 460 松田道 村上慎 鹿毛 キタノドリーマー 花　梨 フクイチ 北海道足寄郡陸別町 十勝 村上　慎一 村上　昭一 井内　紀子 2018/1/26 246 2回目

〇 18 スチールセンショー 牡 2:51.7 第２回 10 1.0% 2 4 480 村上章 鈴木邦 鹿毛 スギノハリアー ユングフラウ スミヨシセンショー 北海道帯広市 十勝 鈴木　邦哉 株式会社　帯 　渡邊　悟 2018/4/28 167 2回目

〇 19 ジークフリード 牡 2:52.2 第２回 12 1.0% 2 8 480 赤塚健 久田守 青毛 フクノカミカゼ 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 2018/3/27 316

〇 20 サカノホクト 牡 2:53.6 第２回 12 1.0% 3 4 480 菊池一 小林勝 鹿毛 キタノオーロラ コトノメグミ チカラハイスピード 北海道足寄郡陸別町 十勝 小林　勝二 岡　明美 （株）大阪畜産2018/3/23 134

〇 21 メオトバレンティノ 牡 2:54.2 第２回 1 1.1% 5 3 480 西将太 西康幸 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 西　康幸 竹久　克明 杉沢　勝治 2018/3/4 285 2回目

〇 22 キララ 牝 2:55.1 第２回 8 1.0% 2 1 460 島津新 岩本利 青毛 ライデンロック スーパーハヤブサニシキダイジン 北海道河東郡上士幌町 十勝 岩本　利春 （株）金福畜産岩本　英二 2018/3/3 99 2回目

〇 23 エフノバイブス 牝 2:55.7 第２回 15 1.0% 4 6 460 村上章 鈴木邦 青毛 スギノハリアー 容　禅 メネシスドュムーラン北海道中川郡幕別町 十勝 鈴木　邦哉 西村　正順 西村　正順 2018/3/5 47 2回目

〇 24 クインカナロア 牝 2:56.0 第２回 2 1.1% 2 8 460 渡来心 坂本東 鹿毛 インフィニティー カネサヒトミ コーネルトップ 北海道帯広市 十勝 坂本　東一 株式会社　帯 　竹澤　一彦 2018/2/1 104

〇 25 ジェイマリン 牝 2:56.2 第２回 7 1.1% 1 4 460 西将太 金山明 栗毛 ミタコトナイ 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 2018/5/28 198 2回目

〇 26 アアモンドフジ 牡 2:57.0 第２回 11 1.0% 1 2 480 松田道 小林長 鹿毛 イサムフジ 繁　栄 コトノカツマ 北海道標津郡中標津町 釧路 小林　長吉 横田　好一 下内　美繪子2018/4/25 11 2回目

〇 26 オーノチカラ 牡 2:57.0 第２回 2 1.1% 3 2 480 長澤幸 小北栄 鹿毛 ホクショウダイヤ コウシュハティアラカネサテンリュウ 北海道帯広市 十勝 小北　栄一 小森　唯永 赤麿　秀人 2018/4/4 55 2回目

〇 28 タカラブラック 牡 2:57.2 第２回 10 1.0% 3 5 480 鈴木恵 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 （株）北西ファ2018/4/19 317

〇 29 イワキリリー 牝 2:58.1 第２回 7 1.1% 2 1 460 長澤幸 小林勝 鹿毛 キタノドリーマー スイートハート ユウシンコマ 北海道足寄郡陸別町 十勝 小林　勝二 村上　昭一 蝦名　豊 2018/3/11 39 2回目

〇 30 ヒカルモモカ 牝 2:58.4 第２回 4 1.1% 3 8 460 舘澤直 谷あゆ 鹿毛 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 谷　あゆみ 長澤　廣茂 長澤　廣茂 2018/4/3 218

〇 31 キタノナオミ 牝 2:58.9 第２回 15 1.0% 5 4 460 西謙一 西弘美 栗毛 キタノタイショウ シベツエンジェル ウンカイ 北海道標津郡中標津町 釧路 西　弘美 杉岡　正美 丸毛　清美 2018/4/3 86 2回目

〇 32 キタノデージー 牝 2:59.0 第２回 7 1.1% 3 2 460 松田道 村上慎 鹿毛 カネサテンリュウ キタノレッドルビーヤマノスキー 北海道足寄郡足寄町 十勝 村上　慎一 村上　孝三 三田　正眞 2018/6/1 84

〇 33 ジェイスター 牡 2:59.9 第２回 9 1.0% 2 6 480 鈴木恵 今井茂 鹿毛 ミタコトナイ アアモンドハナビ ナリタビッグマン 北海道帯広市 十勝 今井　茂雅 小森　唯永 小森　唯永 2018/5/11 147 2回目

〇 33 ジェイゴールド 牡 2:59.9 第２回 12 1.0% 4 2 480 鈴木恵 金山明 鹿毛 ミタコトナイ ヒマワリカツヒメ タツリキ 北海道帯広市 十勝 金山　明彦 小森　唯永 小森　唯永 2018/4/7 145 2回目

〇 35 シンデレラナイト 牝 3:02.9 第２回 11 1.0% 2 3 460 渡来心 坂本東 青毛 スギノハリアー パワフルオヒメ スミヨシセンショー 北海道帯広市 十勝 坂本　東一 株式会社　帯 　竹澤　一彦 2018/4/16 162

〇 36 コマサンミノル 牡 3:03.0 第２回 12 1.0% 5 1 480 藤野俊 金田勇 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 金田　勇 宝田　浩二 駒井　鉄雄 2018/4/28 129 2回目

〇 37 アルフェラッツ 牝 3:03.8 第２回 11 1.0% 3 7 460 鈴木恵 槻舘重 青毛 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 槻舘　重人 奥泉　愛子 グリーンウッド2018/4/19 28

〇 38 キタノヒカリ 牡 3:05.1 第２回 9 1.0% 3 1 480 村上章 長部幸 青毛 オオノトップ シュンカヒメ タケノタイトル 北海道釧路郡釧路町 釧路 長部　幸光 出村　孝光 出村　孝光 2018/5/14 87

〇 39 コウシュハエンゼル 牝 3:07.6 第２回 13 1.0% 3 5 460 松田道 村上慎 青毛 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 村上　慎一 久保　輝於 広瀬　豪 2018/5/3 113 2回目

〇 40 ドウナンカツユウホ 牡 3:10.2 第２回 3 1.1% 1 7 480 鈴木恵 岩本利 鹿毛 キタノオーロラ ホマレ一 ランタロー 北海道川上郡標茶町 釧路 岩本　利春 佐藤　文明 田山　克廣 2018/3/29 195

〇 41 マルオコウリキ 牡 3:10.8 第２回 7 1.1% 4 5 480 船山蔵 鈴木邦 青毛 ミノルユウセン 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 2018/6/1 264

〇 42 ミタコトアル 牡 3:11.6 第２回 14 1.0% 2 1 480 鈴木恵 岩本利 栗毛 ミタコトナイ ホクセイチャンス マックスセンプー 北海道河東郡音更町 十勝 岩本　利春 （株）キューサ須藤　信秋 2018/3/21 274 2回目

〇 42 ハクホウエイ 牡 3:11.6 第２回 7 1.1% 5 8 480 阿部武 大友栄 栗毛 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 大友　栄人 横山　キク子駒井　正人 2018/5/11 93 2回目

〇 44 ミススマイル 牝 3:11.8 第２回 9 1.0% 4 3 460 島津新 小北栄 青毛 ライデンロック ダイヤブラック カネサブラック 北海道河東郡上士幌町 十勝 小北　栄一 （株）金福畜産高田　克巳 2018/4/17 272

〇 45 コムフィルリー 牡 3:12.8 第２回 15 1.0% 6 1 480 中山直 今井茂 鹿毛 ライデンロック コムヒカリ ウンカイ 北海道河東郡上士幌町 十勝 今井　茂雅 （株）金福畜産菊池　裕之 2018/5/2 130 2回目

〇 46 キタノココロ 牝 3:13.1 第２回 8 1.0% 3 8 460 渡来心 久田守 鹿毛 ナリタボブサップ 豊　富 キンマックス 北海道中川郡池田町字常盤十勝 久田　守 萬　一幸 稲谷　義雄 2018/3/30 81 2回目

〇 47 コウシュハセーラー 牝 3:15.0 第２回 2 1.1% 4 5 460 藤本匠 大友栄 芦毛 ダイエイヒーロー コブラ光 コブラテンリュウ 北海道釧路市 釧路 大友　栄人 木村　雄司 広瀬　豪 2018/3/29 116 2回目

〇 48 サカノメイショウ 牡 3:15.2 第２回 11 1.0% 4 1 480 菊池一 服部義 鹿毛 キタノオーロラ 宝　姫 サカノリキマル 北海道川上郡標茶町 釧路 服部　義幸 古川　照子 （株）大阪畜産2018/4/20 135

〇 49 ハゴロモブライアン 牡 3:15.3 第２回 9 1.0% 5 8 480 西謙一 西弘美 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　弘美 松田　肇 井上　修 2018/5/25 211 2回目

〇 50 リュウジン 牡 3:15.5 第２回 1 1.1% 6 7 480 長澤幸 長部幸 鹿毛 インフィニティー 野桜姫 キタノコウテイ 北海道十勝郡浦幌町 十勝 長部　幸光 北村　節子 小向　勝司 2018/3/9 300

〇 51 マルホンリョウダイ 牡 3:17.7 第２回 6 1.1% 1 4 480 阿部武 金田勇 鹿毛 アローファイター 良　姫 イナリテンリュウ 北海道中川郡本別町 十勝 金田　勇 本寺　政則 本寺　政則 2018/4/5 269
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https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23142404074&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132404574&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23101409974&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23181407874&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23191404874&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132400074&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172405574&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23182403174&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23111402974&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23111400974&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23121402974&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23142409874&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23152405174&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102400574&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23162400674&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23162401774&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23152404974&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23271408874&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172407374&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23182405374&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23192401374&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23171406974&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23152407674&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23192405474&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23142400774&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132401774&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23162406374&k_activeCode=1
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能検
回数

〇 52 オニカゲ 牝 3:18.4 第２回 5 1.1% 1 1 460 長澤幸 服部義 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 服部　義幸 森　裕治 中山　一行 2018/4/30 57 2回目

〇 53 ミミボーイ 牡 3:18.6 第２回 6 1.1% 2 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 （株）金福畜産金田　龍二 2018/3/12 277 2回目

〇 55 マドーシヒカル 牝 3:21.6 第２回 6 1.1% 3 3 460 渡来心 坂本東 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 坂本　東一 竹澤　一彦 竹澤　一彦 2018/4/25 263 2回目

〇 56 エルウィッシュ 牝 3:22.8 第２回 7 1.1% 7 7 460 西謙一 今井茂 栗毛 コジロウスペシャルタカラユウカヒメ ヤマトゼンシン 北海道川上郡弟子屈町 釧路 今井　茂雅 藤田　千代 濱名　康治 2018/2/28 48 2回目

〇 57 ツツミナナヒメ 牝 3:23.8 第２回 13 1.0% 4 6 460 島津新 大河和 鹿毛 インフィニティー ペーパンピリカ ナリタビッグマン 北海道石狩郡新篠津村 南北海大河原　和雄堤　祥江 甲角　斎 2018/4/9 191 2回目

〇 58 ホクセイルビー 牝 3:26.6 第２回 3 1.1% 2 1 460 西将太 中島敏 青毛 ショーウンリキ ヒメノトップクイン ヒロノツヨシ 北海道川上郡弟子屈町 釧路 中島　敏博 藤田　千代 （株）北西ファ2018/2/26 251 2回目

〇 58 ホクショウムサシ 牡 3:26.6 第２回 9 1.0% 6 7 480 松田道 村上慎 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　紀子 井内　紀子 2018/3/26 247

〇 60 ミラクルクイーン 牝 3:27.3 第２回 3 1.1% 3 4 460 阿部武 坂本東 栗毛 ホリセンショウ ホクショウパンドラマルニエーカン 北海道空知郡南幌町 北央 坂本　東一 竹内　正昭 鈴木　隆盛 2018/1/2 279

〇 61 アッシュプリンセス 牝 3:27.3 第２回 4 1.1% 4 7 460 船山蔵 大友栄 鹿毛 インフィニティー アット サンデーブライアン北海道中川郡幕別町 十勝 大友　栄人 中村　弥市 高橋　史敏 2018/4/30 22 2回目

〇 62 フクフジ 牡 3:28.4 第２回 4 1.1% 5 2 480 長澤幸 松井浩 青毛 ライデンロック 天★萌 ニュートリノ 北海道河東郡上士幌町 十勝 松井　浩文 （株）金福畜産金田　龍二 2018/6/7 230 2回目

〇 63 キタノユウマ 牡 3:29.4 第２回 11 1.0% 5 8 480 西将太 西康幸 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　康幸 外崎　敬雄 熊谷　信義 2018/4/2 90 2回目

〇 64 カイセピュアレディ 牝 3:31.2 第２回 5 1.1% 2 2 460 阿部武 坂本東 鹿毛 フクノカミカゼ インディミノリ インディボクサー 北海道紋別郡湧別町 北見 坂本　東一 近藤　昇 近藤　昇 2018/3/30 62 2回目

〇 65 ムサシシンパク 牡 3:32.2 第２回 14 1.0% 3 4 480 西謙一 西弘美 鹿毛 イワキジナンボー 美　咲 ナリタビッグマン 北海道中川郡美深町 北央 西　弘美 管野　宗一 （有）古閑牧場2018/5/23 282

〇 66 バトルライデン 牡 3:36.8 第２回 10 1.0% 4 7 480 菊池一 西邑春 栗毛 テンカムソウ 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 株式会社　帯 　田中　猛 2018/3/18 212

再 67 ホクトミライ 牝 3:37.6 第２回 10 1.0% 5 1 460 松田道 金山明 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 金山　明彦 吉井　宏保 私市　春雄 2018/4/7 255 2回目

〇 68 ヨシノシラギク 牝 3:42.4 第２回 4 1.1% 6 4 460 藤野俊 金田勇 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 金田　勇 吉仲　竹男 宝田　浩二 2018/4/14 292

〇 69 リュウコ 牝 3:42.7 第２回 6 1.1% 4 5 460 西謙一 大橋和 鹿毛 キョウエイボーイ 銘　宝 ヒロノタキオン 北海道標津郡標津町 釧路 大橋　和則 榧木　悦雄 安居　孝 2018/4/10 299 2回目

〇 70 フジノジュエリー 牝 3:44.9 第２回 8 1.0% 4 7 460 藤野俊 金田勇 鹿毛 イサムフジ スズハナゴゼン カツテンオウ 北海道川上郡標茶町 釧路 金田　勇 飯塚　貞子 三宮　久藏 2018/2/25 231 2回目

〇 71 フレイムクロロ 牡 3:45.4 第２回 3 1.1% 4 2 480 西謙一 金田勇 青毛 フレイムファイヤーウノツバキ ニシキロード 北海道川上郡標茶町 釧路 金田　勇 山口　和子 今野　義雄 2018/3/28 241

〇 72 ホウショウ 牡 3:47.5 第２回 3 1.1% 5 8 480 長澤幸 服部義 栗毛 オンリーワン 鳳　律 ラヴリー　ド　レトワ北海道釧路市阿寒町 釧路 服部　義幸 安藤　浩太朗市原　朗雄 2018/3/25 242 2回目

〇 73 キタノマリーローズ 牝 3:50.3 第２回 4 1.1% 7 5 460 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 2018/5/27 88

〇 74 ラッキーハート 牝 3:51.2 第２回 8 1.0% 5 6 460 長澤幸 服部義 栗毛 アアモンドゴールドブルーホーク アショロホープ 北海道足寄郡足寄町 十勝 服部　義幸 川上　優 中山　一行 2018/3/12 295 2回目

〇 75 ジェイリンドウ 牝 3:55.7 第２回 14 1.0% 4 6 460 村上章 小北栄 栗毛 インフィニティー エリザベスゴール ブラックジョージ 北海道帯広市 十勝 小北　栄一 小森　唯永 小森　唯永 2018/2/25 151 2回目

〇 76 ツルイセイウン 牡 3:56.9 第２回 6 1.1% 5 8 480 長澤幸 大河和 鹿毛 ハイセイウン ウィステリア オオノトップ 北海道阿寒郡鶴居村 釧路 大河原　和雄田中　光儀 田中　光儀 2018/5/27 192

〇 77 アイドルクィーン 牝 3:57.6 第２回 11 1.0% 6 5 460 藤本匠 岩本利 鹿毛 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 （株）金福畜産水上　弘 2018/4/20 17

〇 78 オーランビューティ 牝 3:57.8 第２回 4 1.1% 8 1 460 西将太 大橋和 鹿毛 ダイジロウ 桜花姫 ナオイチ 北海道川上郡弟子屈町 釧路 大橋　和則 長谷川　義晃長谷川　義晃2018/4/5 56

× 54 ブリュンヒルト 牝 3:19.7 第２回 7 1.1% 6 6 460 渡来心 久田守 鹿毛 フクノカミカゼ ダイヤモンド キクノルーラ 北海道北見市 北見 久田　守 久田　公氣 細野　俊秀 2018/3/19 312

× 79 シンエイアンリ 牝 4:03.5 第２回 3 1.1% 6 5 460 藤野俊 小林勝 青毛 トウカイシンザン カネアオイ カネタマル 北海道紋別郡滝上町 北見 小林　勝二 佐藤　節雄 上口　詩子 2018/4/4 157 2回目

× 80 フェアリーメイ 牝 4:07.0 第２回 12 1.0% 6 6 460 島津新 岩本利 青毛 ライデンロック サカノチヨヒメ ヤマトゼンシン 北海道河東郡上士幌町 十勝 岩本　利春 （株）金福畜産日野　貴 2018/5/16 225 2回目

× 81 ハルカヒメ 牝 4:09.5 第２回 5 1.1% 3 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 2018/1/10 215

× 82 ナゴミ 牝 4:10.3 第２回 13 1.0% 5 2 460 鈴木恵 服部義 青毛 キタノドリーマー カムイマリン ピュアシルバー 北海道足寄郡陸別町 十勝 服部　義幸 村上　昭一 横井　均 2018/4/5 205

× 83 メトーフウマ 牡 4:10.8 第２回 2 1.1% 5 6 480 松田道 村上慎 栗毛 キタノタイショウ アマゾンプリンセスグレイトアマゾン 北海道中川郡本別町 十勝 村上　慎一 背戸田　諄子鈴木　忠 2018/5/8 286

× 84 タピオ 牡 4:14.6 第２回 8 1.0% 6 5 480 鈴木恵 中島敏 鹿毛 ミタコトナイ タッピミサキ タイキョク 北海道河東郡音更町 十勝 中島　敏博 （株）キューサ（株）北西ファ2018/4/28 185

× 85 ジェイノハル 牝 4:18.3 第２回 12 1.0% 7 5 460 松田道 坂本東 鹿毛 トカチタカラ メリッサ スミヨシセンショー 北海道帯広市 十勝 坂本　東一 小森　唯永 小森　唯永 2018/4/20 148 2回目

× 86 スターバック 牡 4:23.0 第２回 6 1.1% 6 6 480 鈴木恵 服部義 栗毛 オンリーワン グレートスーパー ウンカイ 北海道釧路市阿寒町 釧路 服部　義幸 安藤　浩太朗安藤　浩太朗2018/5/30 166

× 87 ナカゼンダー 牡 4:24.0 第２回 14 1.0% 5 7 480 西将太 西康幸 鹿毛 タカラリュウ オーイッセー エビスキンショウ 北海道北斗市 南北海西　康幸 高田　和廣 高田　和廣 2018/4/25 204 2回目

× キタノユウシン 牡 中止 第２回 5 1.1% 止 7 480 島津新 林　豊 鹿毛 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 林　豊 川上　隆一 川上　隆一 2018/5/9 89 2回目

× キョウエイルビー 牝 中止 第２回 5 1.1% 止 5 460 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 2018/5/12 97 2回目

× キラキラヒカル 牝 中止 第２回 14 1.0% 止 2 460 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 2018/4/10 98 2回目

× キタミヒメ 牝 中止 第２回 1 1.1% 止 2 460 藤野俊 金田勇 鹿毛 キタノタイショウ 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 千葉　浩 2018/5/10 91 2回目

× センゴククィン 牝 中止 第２回 5 1.1% 止 3 460 鈴木恵 小北栄 青毛 カネサブラック センゴクイチ 富士力 北海道檜山郡江差町 南北海小北　栄一 広部　武士 廣部　武士 2018/3/26 172 2回目

× ジェイアイガー 牡 中止 第２回 6 1.1% 止 1 480 西将太 西康幸 鹿毛 ミタコトナイ ヒヤヤッコ オノショウ 北海道帯広市 十勝 山本　正彦 小森　唯永 小森　唯永 2018/5/28 141 2回目

× ジェイエレナ 牝 中止 第２回 10 1.0% 止 2 460 藤野俊 小林勝 鹿毛 ホクショウダイヤ 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 小林　勝二 小森　唯永 細川　吉博 2018/2/25 60 2回目

× ホワイトマンカツ 牝 中止 第２回 2 1.1% 止 1 460 阿部武 大河和 芦毛 ユネスコ　ド　テュ ルックアップ 芯　情 北海道帯広市川西町 十勝 大河原　和雄上見　信一 上見　信一 2018/3/26 261 2回目

× キタノクレオパトラ 牝 中止 第２回 7 1.1% 止 3 460 藤本匠 小林長 栗毛 キタノタイショウ 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 2018/4/16 80 2回目

× レッツゴーマークン 牡 中止 第２回 11 1.0% 止 6 480 阿部武 大友栄 鹿毛 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 大友　栄人 横山　キク子駒井　正人 2018/4/6 307 2回目

× プリンセスユズ 牝 中止 第２回 8 1.0% 止 4 460 西謙一 西弘美 栗毛 コジロウスペシャルセンリュウオーカンユウシンコマ 北海道標津郡中標津町 釧路 西　弘美 杉岡　正美 杉岡　正美 2018/3/31 237 2回目

× シンデレラストーリ 牝 中止 第２回 9 1.0% 止 4 460 長澤幸 服部義 青毛 オンリーワン キタノメイホウ ウンカイ 北海道釧路市阿寒町 釧路 服部　義幸 安藤　浩太朗中山　一行 2018/4/30 161

× カネモリセイヤ 牡 中止 第２回 13 1.0% 止 7 480 長澤幸 西弘美 鹿毛 コジロウスペシャル金盛姫 マルミオブキング 北海道標津郡中標津町 釧路 西　弘美 杉岡　正美 杉岡　正美 2018/7/16 70

× ミヤノボルト 牡 中止 第２回 5 1.1% 止 6 480 赤塚健 久田守 青毛 ヒノデレクサス 優　花 ユウフジ 北海道根室市 釧路 久田　守 岩瀬　久郎 （有）宮村牧場2018/5/21 278

× アアモンドハリアー 牡 中止 第２回 11 1.0% 止 4 480 長澤幸 長部幸 青毛 スギノハリアー 汀　朝 ヒカルタイコー 北海道中川郡幕別町 十勝 小林　長吉 西村　正順 下内　美繪子2018/4/29 8

https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122409474&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23182401374&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23112405874&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102404174&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23191407974&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102402174&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23142406274&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23152408374&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132402074&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23192404374&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23112400474&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23152404074&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122404474&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23131402974&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23142402474&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23152404874&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102409874&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102405574&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122409774&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23182405774&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172405174&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23152408174&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23101403974&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23182400474&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23182406374&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122407174&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23141405974&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23142408074&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23192402374&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102403474&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23191405874&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23142408474&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23281400874&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23142402074&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23192400774&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132401274&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23162408174&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23152401174&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23143405074&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23162402874&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132402374&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23142405074&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23101402974&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23111405974&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23142409974&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172404374&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172404574&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23182406774&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172405974&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172404774&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23101401974&k_activeCode=1
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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

能検
回数

× アブソリュート 牡 中止 第２回 2 1.1% 止 7 480 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 2018/3/24 313

× アユナ 牝 中止 第２回 13 1.0% 止 4 460 長澤幸 長部幸 青毛 フクノカミカゼ キタミコマチ キクスピード 北海道常呂郡置戸町 北見 長部　幸光 佐々木　博 田村　正 2018/3/24 25

× アンジェリーナ 牝 中止 第２回 12 1.0% 止 3 460 藤本匠 大友栄 青毛 アアモンドヤワラ 宝　姫 グレイトショウグン 北海道茅部郡森町 南北海大友　栄人 高佐　信彦 高佐　信彦 2018/5/13 29

× ペガサスプリティー 牝 中止 第２回 9 1.0% 止 2 460 西将太 大友栄 鹿毛 キングファラオ ビラトリフジヒメ ニシキダイジン 北海道沙流郡平取町 南北海長部　幸光 互野　居衣夫佐藤　實 2018/4/2 46

× キタノエンジュ 牝 中止 第２回 2 1.1% 止 4 460 鈴木恵 槻舘重 栗毛 キタノタイショウ メオトピリカ ソウヤセンプー 北海道士別市 北央 槻舘　重人 山岸　俊治 小向　勝司 2018/4/12 78

× キンハナ 牝 中止 第２回 1 1.1% 止 6 460 島津新 岩本利 鹿毛 ライデンロック ハナコデラックス マルニエーカン 北海道河東郡上士幌町 十勝 岩本　利春 （株）金福畜産金田　龍二 2018/4/23 102

× ツカサダイヤモンド 牡 中止 第２回 13 1.0% 止 8 480 藤野俊 山本正 栗毛 アサノカイリキ 快光三世 ペイトンズ 北海道日高郡新ひだか町 南北海山本　正彦 高沢　弘文 川口　晋司 2018/1/29 189

× ホクトパンサー 牡 中止 第２回 5 1.1% 止 4 480 藤本匠 岩本利 鹿毛 ダイエイヒーロー 桜　華 エビスオウジャ 北海道釧路市 釧路 岩本　利春 米内　喜代 石岡　務 2018/4/26 254

イナサンブラック 牡 取消 第２回 15 1.0% 消 5 480 赤塚健 久田守 青毛 ナリタボブサップ ヒメノトウショウ テツワン 北海道中川郡池田町字常盤十勝 久田　守 萬　一幸 稲谷　義雄 2018/4/13 31 2回目

ジェイウィング 牡 取消 第２回 6 1.1% 消 2 480 藤野俊 平田義 青毛 カネサブラック 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 2018/4/15 142 2回目

キタノミレン 牝 取消 第２回 3 1.1% 消 3 460 村上章 長部幸 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 長部　幸光 杉岡　正美 出村　孝光 2018/3/31 314

クシロオオジョ 牝 取消 第２回 10 1.0% 消 6 460 渡来心 久田守 栗毛 フナノコーネル 勝　姫 タカラテンクウ 北海道釧路市 釧路 久田　守 山根　勝幸 稲谷　義雄 2018/3/8 315

ビューティクイーン 牝 取消 第２回 10 1.0% 消 8 460 西将太 大橋和 栗毛 マルゼンチカラ 盛　栄 北　勝 北海道函館市 南北海大橋　和則 佐藤　定男 野藤　十三男2018/2/1 221

フナノゴールド 牡 取消 第２回 8 1.0% 消 2 480 松田道 西邑春 栗毛 フナノコーネル 淳富士 エビスオウジャ 北海道釧路市 釧路 西邑　春夫 山根　勝幸 舩戸　勝 2018/4/19 233

フナノパワー 牡 取消 第２回 14 1.0% 消 5 480 松田道 西邑春 栗毛 フナノコーネル 鳳　栄 阪　浅 北海道釧路市 釧路 西邑　春夫 山根　勝幸 舩戸　勝 2018/4/6 234

ホクトウイン 牝 取消 第２回 3 1.1% 消 6 460 松田道 金山明 青毛 カネサテンリュウ パラスアテナ ハシレアキオー 北海道足寄郡陸別町 十勝 金山　明彦 林　繁徳 私市　春雄 2018/3/18 252

※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。

再　は再検あり（合格）

https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23141403974&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23141406974&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23182404274&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23192403174&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122401074&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23182408374&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23112402374&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23192407774&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23171407974&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23111401974&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172407774&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23192402674&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23142405974&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23182405674&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23182407674&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23181403974&k_activeCode=1

	印刷用 (能検２)

