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〇 1 グリフィス 牡 1:52.5 第１回 9 3.0% 1 8 480 藤野俊 松井浩 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 松井　浩文 岩渕　寿和 高柳　稔 2019/5/16 102

〇 2 ギンノカミカゼ 牡 1:54.6 第１回 16 3.4% 1 2 480 金田利 金田勇 芦毛 フクノカミカゼ 級　焔 優　熔 北海道常呂郡置戸町 北見 金田　勇 佐々木　博 岩渕　文雄 2019/4/25 95

〇 3 ホクセイサクランボ 牝 1:55.3 第１回 16 3.4% 2 7 460 西謙一 今井茂 鹿毛 ミタコトナイ ワタシハサクランボウンカイ 北海道河東郡音更町 十勝 今井　茂雅 （株）キューサンフ（株）北西ファーム2019/2/19 282

〇 4 ピュアリーソラ 牝 1:59.2 第１回 7 3.0% 1 7 460 赤塚健 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 2019/2/9 255

〇 5 オロロンマツ 牡 1:59.9 第１回 15 3.4% 1 2 480 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 木下　英三 2019/1/18 63

〇 6 キョウエイハンター 牡 2:00.0 第１回 4 2.8% 1 2 480 菊池一 村上慎 鹿毛 カネサテンリュウ 夕宝ヒメ 宝富士 北海道足寄郡足寄町 十勝 村上　慎一 大野　信一 大野　昇 2019/3/9 86

〇 7 キングフェスタ 牡 2:00.6 第１回 8 3.0% 1 1 480 鈴木恵 小北栄 鹿毛 カネサブラック クインフェスタ ホクリュウイチ 北海道檜山郡江差町 南北海道小北　栄一 広部　武士 廣部　武士 2019/4/12 92

〇 8 ジェイホースワン 牡 2:02.5 第１回 13 3.4% 1 5 480 鈴木恵 坂本東 鹿毛 キタノオーロラ サンノハルミ ダイヤキンショウ 北海道釧路市 釧路 坂本　東一 三宮　久蔵 小森　唯永 2019/1/20 163

〇 9 ニシキマリン 牝 2:04.0 第１回 12 3.2% 1 9 460 鈴木恵 中島敏 芦毛 ショーウンリキ 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 2019/3/3 239

〇 10 カナタクィーン 牝 2:04.2 第１回 11 3.2% 1 8 460 阿部武 小林長 栗毛 インフィニティー ソーラクイン コマローレンス 岩手県滝沢市 南北海道小林　長吉 斉藤　晴司 齊藤　晴司 2019/3/17 71

〇 11 カブトホープ 牡 2:04.9 第１回 7 3.0% 2 3 480 西謙一 西弘美 栗毛 マルニセンプー ハヤサクラ ウンカイ 北海道河東郡士幌町 十勝 西　弘美 和田　智志 甲地　留良 2019/5/5 74

〇 12 アサゾラ 牡 2:05.5 第１回 17 3.4% 1 8 480 西謙一 西弘美 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 西　弘美 吉仲　竹男 丸毛　清美 2019/4/6 17

〇 13 ヘッチャラ 牡 2:08.0 第１回 9 3.0% 2 7 480 菊池一 田上忠 鹿毛 テンカムソウ クロカミ シュンライズ 北海道中川郡豊頃町 十勝 鈴木　邦哉 島崎　幸喜 島崎　幸喜 2019/4/21 275

〇 14 ホクセイウンカイ 牡 2:08.3 第１回 19 3.5% 1 8 480 鈴木恵 松井浩 鹿毛 ミタコトナイ レディアイドル ウンカイ 北海道十勝郡浦幌町 十勝 松井　浩文 廣川　健二 （株）北西ファーム2019/4/23 281

〇 15 ジェイメイビー 牝 2:08.9 第１回 15 3.4% 2 3 460 菊池一 田上忠 栗毛 ヒカルイットウセイウィングホース シチフク 北海道足寄郡陸別町 十勝 田上　忠夫 渡辺　恵知子 小森　唯永 2019/3/2 166

〇 16 ツガルノヒロイモノ 牡 2:10.9 第１回 7 3.0% 3 4 480 鈴木恵 長部幸 栗毛 スピードフジ フジノミユキ ブラックジョージ 北海道川上郡弟子屈町 釧路 長部　幸光 守屋　博 須藤　信秋 2019/5/4 219

〇 17 アスカロマン 牝 2:11.2 第１回 17 3.4% 2 1 460 藤野俊 鈴木邦 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 鈴木　邦哉 株式会社　帯広有 　佐々木　啓文 2019/3/16 21

〇 18 カネタケエース 牡 2:13.1 第１回 20 3.5% 1 4 480 西謙一 平田義 鹿毛 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 平田　義弘 （株）キューサンフ寺田　敏子 2019/4/1 73

〇 19 ヤマカツエース 牡 2:15.1 第１回 6 3.0% 1 6 480 藤野俊 金田勇 青毛 アローファイター セタナセンプー ヒカルセンプー 北海道久遠郡せたな町 南北海道金田　勇 尾野　彰悟 高野　勝紀 2019/5/27 313

〇 20 タアボモリウチ 牡 2:16.1 第１回 12 3.2% 2 2 480 西謙一 西弘美 鹿毛 ガンバルダゾ 仙　内 アサヒトウコウ 北海道中川郡美深町 北央 西　弘美 羽田野　安晴 （株）森内畜産 2019/1/22 199

〇 21 オレノキンボシ 牡 2:16.9 第１回 20 3.5% 2 1 480 鈴木恵 槻舘重 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 槻舘　重人 南　日出男 大森　勝廣 2019/2/10 61

〇 22 ヤマチョウタイガー 牡 2:17.0 第１回 7 3.0% 4 6 480 島津新 平田義 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 南北海道平田　義弘 原田　甚一 山火　長藏 2019/3/18 314

〇 23 ジェイジェシー 牝 2:17.1 第１回 21 3.5% 1 4 460 村上章 小北栄 青毛 ファルコ キクノカチドキ チヨノキング 北海道帯広市 十勝 小北　栄一 小森　唯永 小森　唯永 2019/3/4 153

〇 24 サクラ 牝 2:17.3 第１回 11 3.2% 2 7 460 菊池一 大橋和 栗毛 ヤマノミント ゴールデンガールキタノスサノオ 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 2019/4/5 137

〇 25 ホクエイテイオウ 牡 2:17.8 第１回 4 2.8% 2 1 480 西将太 松井浩 鹿毛 ミタコトナイ 晏松姫 ウンカイ 北海道十勝郡浦幌町 十勝 松井　浩文 松村　竜幸 （株）北栄運輸 2019/5/11 277

〇 26 ハゴロモビクトリー 牡 2:18.0 第１回 20 3.5% 3 3 480 西将太 西弘美 鹿毛 インフィニティー イーグルゼンシン カツリキ 北海道中川郡幕別町 十勝 西　弘美 中村　弥市 井上　修 2019/3/27 243

〇 27 ヒメトラエトランゼ 牝 2:18.4 第１回 21 3.5% 2 2 460 阿部武 大友栄 鹿毛 キタノドリーマー 夢　桜 インディボクサー 北海道足寄郡陸別町 十勝 大友　栄人 村上　昭一 秋田　忍 2019/2/11 253

〇 28 フレイムイブキ 牡 2:18.6 第１回 17 3.4% 3 2 480 島津新 金田勇 青毛 タッピオー フレイムフレッシュクリスタルボーイ 北海道函館市 南北海道金田　勇 佐藤　勇 今野　義雄 2019/5/31 270

〇 29 シンエイハリアー 牝 2:18.8 第１回 5 2.8% 1 2 460 藤野俊 小林勝 青毛 スギノハリアー メムロショウエイ ナリタボブサップ 北海道河西郡芽室町 十勝 小林　勝二 竹澤　一彦 上口　詩子 2019/5/10 180

〇 30 イワキオーカン 牡 2:19.8 第１回 14 3.4% 1 3 480 長澤幸 小林勝 芦毛 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 小林　勝二 村上　昭一 蝦名　豊 2019/2/24 31

〇 31 キョウエイボス 牡 2:20.1 第１回 1 2.8% 1 5 480 菊池一 村上慎 鹿毛 カネサテンリュウ 仙　姫 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 2019/4/29 87

〇 31 ヤマノコーネル 牡 2:20.1 第１回 1 2.8% 2 3 480 藤野俊 山本正 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 南北海道山本　正彦 中村　光雄 中村　光雄 2019/4/23 317

〇 31 サツキヤッテマレ 牝 2:20.1 第１回 21 3.5% 3 1 460 藤野俊 金田勇 青毛 カネサテンリュウ 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 千葉　浩 2019/2/26 141

〇 34 ジェイステラ 牝 2:21.6 第１回 17 3.4% 4 4 460 菊池一 田上忠 鹿毛 ミタコトナイ ホクショウクイン ムソウリキ 北海道帯広市 十勝 田上　忠夫 小森　唯永 小森　唯永 2019/4/29 156

〇 35 クリスタルコルド 牡 2:21.8 第１回 8 3.0% 2 3 480 西謙一 西弘美 鹿毛 スピードフジ 桜　姫 ヤマトゼンシン 北海道川上郡弟子屈町 釧路 西　弘美 守屋　博 小向　勝司 2019/3/16 98

〇 36 ロージイハート 牝 2:23.3 第１回 12 3.2% 3 1 460 島津新 松井浩 鹿毛 レットダイヤ 旭　灼 優　熔 北海道常呂郡訓子府町 北見 松井　浩文 岩渕　寿和 高柳　稔 2019/3/28 333

〇 37 スマイルボーイ セ 2:23.9 第１回 4 2.8% 3 6 470 藤野俊 鈴木邦 鹿毛 テンカムソウ アビリティー クシロキンショウ 北海道帯広市 十勝 鈴木　邦哉 株式会社　帯広有 　川添　保徳 2019/2/17 191

〇 38 コウシロークィーン 牝 2:24.6 第１回 12 3.2% 4 7 460 阿部武 坂本東 鹿毛 ヤマノミント 名　宝 クリタワー 北海道名寄市 北央 坂本　東一 門馬　発 （有）竹内産業 2019/4/3 118

〇 39 ミナミジュウジセイ 牡 2:26.2 第１回 19 3.5% 2 6 480 西謙一 西弘美 栗毛 キョウエイボーイ 勝姫桜 カツテンリュウ 北海道標津郡標津町 釧路 西　弘美 若杉　昌人 米澤　保祐樹 2019/4/18 300

〇 40 ジェイプリンセス 牝 2:26.3 第１回 9 3.0% 3 5 460 阿部武 坂本東 鹿毛 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 南北海道坂本　東一 高沢　弘文 小森　唯永 2019/4/12 162

〇 41 イワキボブ 牡 2:27.0 第１回 2 2.8% 1 8 480 長澤幸 小林勝 鹿毛 ナリタボブサップ ラヴァー キタノドリーマー 北海道足寄郡陸別町 十勝 小林　勝二 村上　昭一 蝦名　豊 2019/3/31 36

〇 41 ツガルカイキョウ 牡 2:27.0 第１回 13 3.4% 2 9 480 西謙一 西弘美 鹿毛 ミタコトナイ ゴーリキヒメ キングスナイパー 北海道河東郡音更町 十勝 西　弘美 （株）キューサンフ葛西　一郎 2019/4/5 216

〇 43 ミーティア 牝 2:27.3 第１回 10 3.0% 1 1 460 鈴木恵 槻舘重 青毛 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 南北海道槻舘　重人 若狭　幸憲 グリーンウッド（株2019/4/23 295

〇 44 クワサンブラック 牡 2:27.8 第１回 2 2.8% 2 6 480 藤野俊 松井浩 鹿毛 カネサブラック 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 南北海道松井　浩文 川村　貴樹 桑田　壽 2019/4/27 106

〇 45 ジェイジャック 牡 2:29.0 第１回 9 3.0% 4 3 480 西将太 山本正 鹿毛 トカチタカラ モクレン コーネルトップ 北海道足寄郡陸別町 十勝 山本　正彦 渡辺　恵知子 小森　唯永 2019/3/17 154

〇 45 ブラックパンサー 牡 2:29.0 第１回 9 3.0% 5 2 480 長澤幸 大河和 青毛 ホリセンショウ 星　寿 スターシンザン 北海道釧路市 釧路 大河原　和雄山根　福司 大河原　昭雄 2019/4/14 264

〇 47 タンジロウ 牡 2:29.3 第１回 17 3.4% 5 7 480 長澤幸 岩本利 鹿毛 インフィニティー フェアリードール サンデーブライアン 北海道帯広市 十勝 岩本　利春 小森　唯永 日野　貴 2019/4/17 210

〇 48 ケイロン 牡 2:30.8 第１回 21 3.5% 4 3 480 鈴木恵 鈴木邦 栗毛 スギノハリアー ハイカラサン ユミタロウ 北海道帯広市 十勝 鈴木　邦哉 株式会社　帯広有 　佐々木　啓文 2019/3/29 107

〇 49 エーマンスピード 牝 2:32.0 第１回 11 3.2% 3 3 460 西将太 西弘美 鹿毛 スピードフジ 第二力姫 キタノフジノボリ 北海道川上郡弟子屈町 釧路 西　弘美 守屋　博 永満　祥薫 2019/4/26 50

〇 50 キメツノココロ 牡 2:32.5 第１回 3 2.8% 1 8 480 鈴木恵 久田守 鹿毛 カネサブラック アアモンドマツカゼタケタカラ 北海道中川郡池田町 十勝 久田　守 播　静雄 大森　勝廣 2019/4/25 82

〇 51 グレイスダイマオー 牡 2:33.2 第１回 3 2.8% 2 3 480 阿部武 大友栄 鹿毛 アーティーハヤテ ジュンチャン ホクショウファイト 北海道空知郡南幌町 北央 大友　栄人 竹内　正昭 秋田　忍 2019/2/8 103

〇 52 クリスタルシャーク 牡 2:33.9 第１回 14 3.4% 2 2 480 鈴木恵 村上慎 栗毛 カネサテンリュウ ブラックアン ジーム 北海道足寄郡足寄町 十勝 村上　慎一 川田　徳延 小向　勝司 2019/4/14 99

〇 53 レグルス 牡 2:34.6 第１回 3 2.8% 3 5 480 菊池一 槻舘重 栗毛 インフィニティー 福　松 エビスカチドキ 北海道中川郡池田町 十勝 槻舘　重人 播　静雄 グリーンウッド（株2019/3/6 330

〇 54 シンエイアロイ 牝 2:35.4 第１回 20 3.5% 4 7 460 渡来心 久田守 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 久田　守 松田　征治 上口　詩子 2019/4/25 178

〇 55 ハヤブサリュウ 牡 2:35.5 第１回 19 3.5% 3 5 480 長澤幸 服部義 栗毛 オンリーワン キタノミサキ 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 鈴木　正浩 2019/3/30 246

〇 56 テッチャン 牡 2:36.7 第１回 13 3.4% 3 2 480 島津新 岩本利 青毛 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 岩本　利春 小森　唯永 川岸　哲夫 2019/3/30 227

〇 57 タケノテンリュウ 牡 2:38.3 第１回 14 3.4% 3 6 480 西将太 西弘美 鹿毛 アカダケキング 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 （有）竹内産業 2019/5/22 207

https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20191501975&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20162508075&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20102509375&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20112509575&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20191500875&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20122503575&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20132500375&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20122502775&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20162506575&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20391501875&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20151506975&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20151504975&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20161502975&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20152505075&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20172505975&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20152509575&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20101506975&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20112500375&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20182503175&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20112506275&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20102501275&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20122501375&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20131509975&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20102509275&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20152507075&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20142501175&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20191505875&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20182508175&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20102503375&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20191506875&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20122508575&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20182507375&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20152501175&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20151502975&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20152506575&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20181506975&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20111503975&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20132506475&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20162505475&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20182504275&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20191508875&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20112502375&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20132505375&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20182502475&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20172506975&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20132508775&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20141509975&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20111507975&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20152508575&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20112503075&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20171509875&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20132503575&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20122502075&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20102500575&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20102508775&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20141503975&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20192508375&k_activeCode=1
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〇 58 オレノチカラ 牡 2:38.6 第１回 4 2.8% 4 7 480 鈴木恵 小北栄 鹿毛 コサカコブラ ヒマワリムスメ ウンカイ 北海道河東郡上士幌町 十勝 小北　栄一 （株）金福畜産 赤麿　秀人 2019/2/28 62

〇 59 ジェイレオン 牡 2:39.6 第１回 12 3.2% 5 5 480 菊池一 金山明 鹿毛 ミタコトナイ 春　光 ヒカルショウリュウ 北海道帯広市 十勝 金山　明彦 小森　唯永 小森　唯永 2019/5/15 169

〇 60 サクラタツオー 牡 2:40.3 第１回 13 3.4% 4 6 480 菊池一 金山明 鹿毛 インフィニティー 竹小町 タケタカラ 北海道河東郡音更町 十勝 金山　明彦 川端　幸子 川端　幸子 2019/4/27 138

〇 61 スーパードリーム 牝 2:40.7 第１回 5 2.8% 2 8 460 藤本匠 今井茂 鹿毛 キタノドリーマー 花　姫 ウンカイ 北海道足寄郡陸別町 十勝 今井　茂雅 村上　昭一 曽我部　裕 2019/1/26 187

〇 62 オニヨリツヨイ 牡 2:41.3 第１回 1 2.8% 3 1 480 鈴木恵 服部義 鹿毛 ナリタボブサップ アスリート キタノイチオク 北海道足寄郡陸別町 十勝 服部　義幸 村上　昭一 中山　一行 2019/5/5 58

〇 63 ニシキハヤヒメ 牝 2:41.5 第１回 10 3.0% 2 2 460 阿部武 中島敏 鹿毛 キタノオーロラ 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 2019/4/28 238

〇 64 タカノリュウジン 牡 2:42.0 第１回 10 3.0% 3 3 480 村上章 松井浩 鹿毛 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 松井　浩文 江口　勇 高山　支征 2019/3/10 204

〇 65 ヒメクイン 牝 2:42.7 第１回 16 3.4% 3 8 460 藤野俊 長部幸 鹿毛 カネサブラック 春　姫 キングファラオ 北海道檜山郡厚沢部町 南北海道長部　幸光 高野　一之 高野　一之 2019/3/11 252

〇 66 コウシローダイヤ 牝 2:42.8 第１回 19 3.5% 4 4 460 菊池一 中島敏 鹿毛 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 （有）竹内産業 2019/2/26 119

〇 67 チョウタロウ 牡 2:43.1 第１回 16 3.4% 4 5 480 長澤幸 服部義 鹿毛 アローファイター テシカガクイン キタノローメイ 北海道足寄郡足寄町 十勝 服部　義幸 松本　広美 市原　朗雄 2019/3/26 212

〇 68 ホクショウキング 牡 2:43.4 第１回 16 3.4% 5 3 480 鈴木恵 村上慎 鹿毛 ホクショウダイヤ ホクショウコスモ ホクショウファイト 北海道夕張郡由仁町 北央 村上　慎一 井内　紀子 井内　紀子 2019/2/6 279

〇 69 ジェイスカイ 牡 2:43.9 第１回 6 3.0% 2 4 480 村上章 小北栄 栗毛 ミタコトナイ ジェイテン トウリュウ 北海道帯広市 十勝 小北　栄一 小森　唯永 小森　唯永 2019/3/13 155

〇 70 ヴァイオレッタ 牝 2:44.2 第１回 15 3.4% 3 8 460 西謙一 鈴木邦 鹿毛 インフィニティー パワフルオヒメ スミヨシセンショー 北海道帯広市 十勝 鈴木　邦哉 株式会社　帯広有 　干場　正吉 2019/3/26 43

〇 71 ジェイアポロ 牡 2:44.9 第１回 20 3.5% 5 2 480 藤野俊 小林勝 青毛 カネサブラック ヒマワリカツヒメ タツリキ 北海道帯広市 十勝 小林　勝二 小森　唯永 小森　唯永 2019/3/29 145

〇 72 ホクトエース 牡 2:45.3 第１回 6 3.0% 3 3 480 藤本匠 岩本利 鹿毛 コサカコブラ フジノハナヒメ シャドライデン 北海道河東郡上士幌町 十勝 岩本　利春 （株）金福畜産 石岡　務 2019/2/18 285

〇 73 ジェイノコマ 牡 2:46.1 第１回 6 3.0% 4 8 480 鈴木恵 山本正 鹿毛 ナリタボブサップ 花　姫 エビスキンショウ 北海道帯広市 十勝 山本　正彦 小森　唯永 小森　唯永 2019/2/26 159

〇 73 オーディン セ 2:46.1 第１回 8 3.0% 3 8 470 村上章 鈴木邦 鹿毛 インフィニティー スマイルセンショー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　帯広有 　佐々木　啓文 2019/4/24 56

〇 75 ギンツバメ 牝 2:48.1 第１回 5 2.8% 3 6 460 菊池一 槻舘重 鹿毛 ナリタボブサップ シンエイオマタセ ウンカイ 北海道足寄郡足寄町 十勝 槻舘　重人 永井　和弘 永井　和弘 2019/5/31 94

〇 76 シンエイリリー 牝 2:49.3 第１回 1 2.8% 4 4 460 赤塚健 久田守 栗毛 キングファラオ 初　姫 クリフジ 北海道沙流郡平取町 南北海道久田　守 互野　居衣夫 上口　詩子 2019/3/24 181

〇 77 クリスタルホーク 牡 2:49.8 第１回 19 3.5% 5 2 480 島津新 岩本利 鹿毛 コサカコブラ ホクトテンボシ ナリタビッグマン 北海道河東郡上士幌町 十勝 岩本　利春 （株）金福畜産 小向　勝司 2019/2/3 100

〇 78 トウケイラフタァ 牡 2:50.6 第１回 18 3.5% 1 4 480 金田利 金田勇 栗毛 ヒロノドラゴン 利姫光 マツカゼキング 北海道中川郡本別町 十勝 金田　勇 樋口　祐馬 加藤　圭太 2019/4/14 232

〇 79 イナサンヒカル 牝 2:53.1 第１回 10 3.0% 4 8 460 渡来心 久田守 鹿毛 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　幸治 稲谷　義雄 2019/4/30 29

〇 80 ジェイグレース 牝 2:53.7 第１回 3 2.8% 4 2 460 西将太 今井茂 青毛 ホクショウダイヤ ミサキロード ナオイチ 北海道帯広市 十勝 今井　茂雅 小森　唯永 小森　唯永 2019/4/5 151

〇 81 アバシリテンリュウ 牡 2:54.0 第１回 2 2.8% 3 9 480 島津新 金田勇 鹿毛 カネサテンリュウ パラスシオン グレイトアマゾン 北海道足寄郡陸別町 十勝 金田　勇 林　繁徳 佐藤　久夫 2019/3/13 23

〇 82 キョウエイサクラ 牝 2:54.5 第１回 18 3.5% 2 6 460 菊池一 村上慎 芦毛 カネサテンリュウ 舟　瑞 メネシスドュムーラン北海道足寄郡足寄町 十勝 村上　慎一 村上　孝三 大野　昇 2019/3/27 85

〇 83 ワイルドレディー 牝 2:54.7 第１回 19 3.5% 6 1 460 西将太 大橋和 青毛 アサヒセンショウ 百合姫 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　義信 2019/1/24 336

〇 84 オルウェン 牝 2:55.9 第１回 5 2.8% 4 1 460 赤塚健 久田守 鹿毛 インフィニティー ユキアカリ ナリタボブサップ 北海道日高郡新ひだか町 南北海道久田　守 田中　春美 田中　春美 2019/3/13 60

〇 85 チョコレートリリー 牝 2:56.0 第１回 14 3.4% 4 5 460 西謙一 今井茂 鹿毛 スピードフジ シベツエンジェル ウンカイ 北海道標津郡中標津町 釧路 今井　茂雅 杉岡　正美 坂脇　康彰 2019/4/11 213

〇 86 ジャパントップ 牡 2:57.0 第１回 1 2.8% 5 8 480 阿部武 坂本東 鹿毛 キタノオーロラ 八重桜 ツルマキシンザン 北海道釧路市 釧路 坂本　東一 山根　正行 岩渕　昭弘 2019/4/24 174

〇 87 テンカタイヘイ 牡 2:57.4 第１回 13 3.4% 5 4 480 長澤幸 服部義 鹿毛 キタノイチタロウ 琴　姫 オノショウ 北海道夕張郡長沼町 北央 服部　義幸 西村　英之 松田　勳 2019/4/24 229

〇 88 コウシュハアナ 牝 2:58.4 第１回 15 3.4% 4 7 460 藤本匠 中島敏 栗毛 シウン ピコナ ミサキキング 北海道中川郡本別町 十勝 平田　義弘 樋口　祐馬 広瀬　豪 2019/3/23 109

〇 89 ゼンノチカラ 牝 2:58.5 第１回 18 3.5% 3 1 460 長澤幸 小北栄 青毛 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 小北　栄一 横山　キク子 赤麿　秀人 2019/5/10 196

〇 90 アバシリブラック 牡 2:59.0 第１回 20 3.5% 6 8 480 島津新 金田勇 青毛 カネサブラック ウィナーサラ トカチタカラ 北海道網走市 北見 金田　勇 佐藤　久夫 佐藤　久夫 2019/3/18 24

〇 91 ジャックポット 牡 2:59.7 第１回 8 3.0% 4 9 480 渡来心 大友栄 鹿毛 コサカコブラ コウシュハオリーブニシキダイジン 北海道河東郡上士幌町 十勝 大友　栄人 （株）金福畜産 竹内　嘉敦 2019/1/30 173

〇 92 キタノスバルクイン 牝 3:00.6 第１回 20 3.5% 7 5 460 長澤幸 服部義 鹿毛 オンリーワン 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 2019/4/12 80

〇 93 エリカヒメ 牝 3:00.9 第１回 14 3.4% 5 1 460 菊池一 槻舘重 鹿毛 ナリタボブサップ サツキスピード カネサブラック 北海道足寄郡足寄町 十勝 槻舘　重人 永井　和弘 永井　和弘 2019/4/3 52

〇 94 ジェイサンダー 牡 3:03.3 第１回 7 3.0% 5 8 480 阿部武 坂本東 青毛 カネサテンリュウ キタミリキヒメ ブレーブファイター 北海道足寄郡陸別町 十勝 坂本　東一 大内　実 小森　唯永 2019/5/10 152

〇 95 ムサシボルト 牡 3:04.3 第１回 21 3.5% 5 5 480 西謙一 西弘美 青毛 マルニセンプー 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 （有）古閑牧場 2019/4/8 308

〇 96 クリスタルミョオウ 牡 3:04.9 第１回 18 3.5% 4 7 480 島津新 槻舘重 鹿毛 カネサテンリュウ アグリミズキ サカノキロク 北海道北斗市 南北海道槻舘　重人 島津　信 小向　勝司 2019/4/1 101

〇 97 シルクレディ 牝 3:06.6 第１回 13 3.4% 6 7 460 阿部武 谷あゆ 芦毛 テンカムソウ トウショウジュエルトウリュウ 北海道河東郡音更町 十勝 谷　あゆみ （株）メグミファーム米本　好彦 2019/3/4 177

〇 98 ブラックパワー 牡 3:12.1 第１回 14 3.4% 6 9 480 島津新 小林長 青毛 カネサブラック 未　来 ニュートリノ 北海道厚岸郡浜中町 釧路 小林　長吉 森山　明男 森山　明男 2019/5/30 263

〇 99 ジェイエイミー 牝 3:12.5 第１回 11 3.2% 4 2 460 藤野俊 小林勝 鹿毛 カネサブラック ミヤビクィーン タケタカラ 北海道帯広市 十勝 小林　勝二 小森　唯永 小森　唯永 2019/4/2 148

〇 100 レッドクイーン 牝 3:14.6 第１回 8 3.0% 5 7 460 阿部武 小林長 鹿毛 ホリセンショウ プリンセスノゾミ 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 2019/4/4 332

〇 101 シーマ 牡 3:18.2 第１回 6 3.0% 5 2 480 西将太 松井浩 青毛 スギノハリアー 嵐　山 芯　情 北海道中川郡幕別町 十勝 松井　浩文 西村　正順 加藤　康成 2019/3/5 144

〇 102 センショウボブ 牝 3:18.5 第１回 12 3.2% 6 8 460 藤本匠 岩本利 青毛 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 岩本　利春 香田　則夫 浅野　勝善 2019/4/2 194

〇 103 ライウン 牡 3:19.5 第１回 8 3.0% 6 4 480 長澤幸 服部義 青毛 キタノイチタロウ 桜　姫 ラヴリー　ド　レトワ 北海道夕張郡長沼町 北央 服部　義幸 西村　英之 横井　均 2019/4/11 322

〇 104 トカチガワ 牡 3:19.7 第１回 11 3.2% 5 5 480 長澤幸 服部義 鹿毛 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 播　靜雄 2019/5/15 235

〇 105 ホクトキンヒメ 牝 3:22.5 第１回 8 3.0% 7 2 460 島津新 岩本利 鹿毛 インフィニティー ラブファイト ホクショウファイト 北海道空知郡南幌町 北央 岩本　利春 竹内　正昭 石岡　務 2019/5/18 286

〇 106 ミヤビウルフ 牡 3:22.9 第１回 9 3.0% 6 1 480 船山蔵 谷あゆ 栗毛 ミヤビライズ 第一光姫 ヤマノミント 北海道中川郡美深町 北央 谷　あゆみ 羽田野　安晴 中島　雅也 2019/4/11 302

〇 107 スーパーシンデレラ牝 3:23.3 第１回 6 3.0% 6 5 460 阿部武 小林長 鹿毛 アローファイター ミスプレジデント 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 2019/5/22 186

〇 108 カイセイマイヒメ 牝 3:24.2 第１回 16 3.4% 6 1 460 阿部武 坂本東 鹿毛 インフィニティー カイセイチヒメ カネタマル 北海道紋別郡湧別町 北見 坂本　東一 近藤　昇 近藤　昇 2019/4/10 66

〇 109 ウズメレディー 牝 3:32.9 第１回 19 3.5% 7 7 460 藤野俊 長部幸 青毛 タッピオー アメノウズメ 尚　駕 北海道檜山郡厚沢部町 南北海道長部　幸光 高野　一之 高野　一之 2019/5/1 47

〇 110 アオノエポナ 牝 3:34.7 第１回 13 3.4% 7 8 460 藤野俊 金田勇 栗毛 マルニセンプー ウィナークイン ウンカイ 北海道河東郡上士幌町 十勝 金田　勇 鈴木　義尚 青山　修 2019/3/25 15

〇 111 サウスグリン 牝 3:35.4 第１回 2 2.8% 4 5 460 西将太 西弘美 青毛 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 2019/4/16 125

× 112 アオノマーキース 牝 3:38.5 第１回 12 3.2% 7 6 460 藤野俊 金田勇 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 金田　勇 株式会社　帯広有 　青山　修 2019/2/20 16

× 113 キクスイホマレ 牡 3:38.8 第１回 10 3.0% 5 7 480 菊池一 村上慎 芦毛 ユネスコ　ド　テュ 渡　循 禅　福 北海道札幌市白石区米里 南北海道村上　慎一 道垣内　誠 馬場　勇二 2019/2/13 78

〇 114 ジェイハーレイ 牡 3:39.1 第１回 2 2.8% 5 1 480 菊池一 平田義 青毛 カネサブラック ヒメサマ ヒカルセンプー 北海道帯広市 十勝 平田　義弘 小森　唯永 小森　唯永 2019/4/12 161
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× 115 コウシュハブラック 牡 3:40.2 第１回 10 3.0% 6 6 480 藤本匠 大友栄 青毛 カネサブラック ムーランルージュ メネシスドュムーラン北海道足寄郡足寄町 十勝 大友　栄人 奥泉　圀博 広瀬　豪 2019/3/20 116

× 116 ホシノカケハシ 牡 3:47.2 第１回 6 3.0% 7 1 480 船山蔵 大友栄 鹿毛 インフィニティー センショウパワー ウンカイ 北海道勇払郡厚真町 南北海道大友　栄人 浅野　勝善 佐藤　實 2019/4/15 289

× 117 ヒホウ 牝 3:50.2 第１回 5 2.8% 5 7 460 鈴木恵 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 石川　達敏 2019/4/29 250

× 118 カネタカラフジ 牡 3:53.3 第１回 8 3.0% 8 5 480 赤塚健 久田守 栗毛 シウン テシガガ ブラックジョージ 北海道釧路市 釧路 久田　守 佐々木　正人 稲谷　義雄 2019/4/20 72

× 119 ジェイキャサリン 牝 3:53.4 第１回 14 3.4% 7 8 460 藤野俊 長部幸 鹿毛 ヒカルイットウセイ藤　姫 ツルマキシンザン 北海道足寄郡足寄町 十勝 長部　幸光 後藤　有弘 小森　唯永 2019/3/22 150

× 120 リュウコノチカラ 牡 3:55.6 第１回 16 3.4% 7 6 480 西将太 西弘美 栗毛 シズユタカ カネフク ヒカルセンプー 北海道空知郡中富良野町 北央 西　弘美 竹久　克明 安居　孝 2019/4/19 327

× 121 コウシュハゴーリキ 牡 3:57.3 第１回 1 2.8% 6 7 480 船山蔵 大友栄 鹿毛 ミタコトナイ 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 大友　栄人 小森　唯永 広瀬　豪 2019/5/20 112

× 122 アバシリダイヤ 牝 4:07.7 第１回 15 3.4% 5 5 460 西将太 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 2019/3/24 22

× 123 ハゴロモヴィーナス 牝 4:11.2 第１回 10 3.0% 7 5 460 西謙一 西弘美 鹿毛 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 西　弘美 浅井　嘉延 井上　修 2019/3/22 241

× 124 アアモンドビジン 牝 4:16.8 第１回 14 3.4% 8 7 460 赤塚健 長部幸 鹿毛 レットダイヤ ミドリサト ミドリショウリ 北海道中川郡豊頃町 十勝 長部　幸光 島崎　幸喜 下内　美繪子 2019/3/21 11

× 125 ツカサボーイ 牡 4:19.0 第１回 2 2.8% 6 3 480 西謙一 大河和 栗毛 ホリセンショウ 朱太桜 サロマオーカン 北海道釧路市 釧路 大河原　和雄佐々木　正人 川口　晋司 2019/3/16 215

× 126 ジェイカレン 牝 4:25.5 第１回 15 3.4% 6 4 460 阿部武 金山明 栗毛 ミタコトナイ 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 金山　明彦 小森　唯永 小森　唯永 2019/2/2 149

× 127 キンチヨ 牝 4:41.0 第１回 11 3.2% 6 9 460 渡来心 今井茂 青毛 コサカコブラ 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 今井　茂雅 （株）金福畜産 金田　龍二 2019/5/8 93

× 128 コウシュハアルファ 牡 4:51.4 第１回 4 2.8% 5 5 480 西謙一 小林長 鹿毛 アローファイター キラキラムスメ ニシキダイジン 北海道中川郡本別町 十勝 小林　長吉 新津　初男 広瀬　豪 2019/4/6 110

× 129 アサヒサクラリュウ 牝 4:55.7 第１回 13 3.4% 8 3 460 渡来心 久田守 鹿毛 ナリタボブサップ 奈々姫 イチショウザン 北海道河東郡音更町 十勝 久田　守 川端　陽一 稲谷　義雄 2019/6/6 19

× 130 ダイヤカツヒメ 牝 5:30.6 第１回 18 3.5% 5 8 460 渡来心 久田守 鹿毛 カネサブラック グローリーレイ コマローレンス 北海道河東郡音更町 十勝 久田　守 （株）メグミファーム稲谷　義雄 2019/4/1 202

× スピードアテナ 牝 中止 第１回 1 2.8% 止 2 460 西将太 西弘美 栗毛 スピードフジ 宝昭姫 バンユウキング 北海道川上郡弟子屈町 釧路 西　弘美 佐藤　昭三郎 熊谷　信義 2019/5/7 190

× ツララ 牝 中止 第１回 1 2.8% 止 6 460 長澤幸 松井浩 鹿毛 インフィニティー 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 松井　浩文 （株）金福畜産 金田　龍二 2019/4/28 222

× ミスダイジン 牝 中止 第１回 1 2.8% 止 9 460 島津新 岩本利 青毛 コサカコブラ ヒメノダイジン 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 金田　龍二 2019/3/8 298

× ソラチ 牡 中止 第１回 2 2.8% 止 2 480 赤塚健 村上慎 栗毛 インフィニティー ニシキホウセン ダイヤキンショウ 北海道雨竜郡雨竜町 北央 村上　慎一 大熊　金八 大熊　金八 2019/3/12 198

× ロッコ 牝 中止 第１回 2 2.8% 止 4 460 阿部武 谷あゆ 青毛 ライデンロック ニシキローラ ニシキダイジン 北海道河東郡上士幌町 十勝 谷　あゆみ 鈴木　義尚 秋葉　守 2019/3/28 334

× カツノロイヤル 牡 中止 第１回 2 2.8% 止 7 480 鈴木恵 岩本利 鹿毛 ニューカツタロー タケノロイヤル タケノタイトル 北海道河東郡上士幌町 十勝 岩本　利春 （株）金福畜産 田山　克廣 2019/2/8 69

× リューノス 牝 中止 第１回 3 2.8% 止 1 460 長澤幸 服部義 鹿毛 ライデンロック アバカブ ナリタビッグマン 北海道十勝郡浦幌町 十勝 服部　義幸 松田　肇 松田　肇 2019/5/7 329

× カイセイヴィーナス 牝 中止 第１回 3 2.8% 止 4 460 西謙一 西弘美 青毛 タキニシダイヤ 秋　姫 ブレーブファイター 北海道紋別郡湧別町 北見 西　弘美 近藤　昇 近藤　昇 2019/5/11 64

× ツガルノソウカイ 牡 中止 第１回 3 2.8% 止 6 480 藤野俊 長部幸 鹿毛 ショーウンリキ フジノミラクル ホクリュウイチ 北海道川上郡弟子屈町 釧路 長部　幸光 藤田　千代 須藤　信秋 2019/5/17 218

× アサヒプリティ 牝 中止 第１回 3 2.8% 止 9 460 島津新 林　豊 青毛 コサカコブラ プリティチヨヒメ アサヒセンショウ 北海道河東郡上士幌町 十勝 林　豊 （株）金福畜産 林　翔一 2019/5/6 20

× ジェイマチルダ 牝 中止 第１回 4 2.8% 止 3 460 阿部武 坂本東 鹿毛 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 坂本　東一 小森　唯永 小森　唯永 2019/6/1 164

× テンゲン 牡 中止 第１回 4 2.8% 止 4 480 長澤幸 岩本利 鹿毛 コサカコブラ トウショウダンサーニシキダイジン 北海道河東郡上士幌町 十勝 岩本　利春 （株）金福畜産 日野　貴 2019/3/16 230

× フレイムマックス 牡 中止 第１回 4 2.8% 止 8 480 島津新 金田勇 鹿毛 タッピオー 竜道姫 ホクリュウイチ 北海道函館市 南北海道金田　勇 佐藤　勇 今野　義雄 2019/6/3 272

× デスデス 牡 中止 第１回 5 2.8% 止 3 480 島津新 林　豊 鹿毛 ライデンロック 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 林　豊 斉藤　寿道 金田　龍二 2019/4/23 226

× スナノタイソン 牡 中止 第１回 5 2.8% 止 4 480 阿部武 谷あゆ 栗毛 蛉　柚 姪子姫 ウンカイ 北海道岩見沢市北村 北央 谷　あゆみ 砂田　孝一 砂田　護 2019/4/6 189

× カイセイエラン 牝 中止 第１回 5 2.8% 止 5 460 西謙一 西弘美 芦毛 エラン　ド　ネスク 光　竜 リュウセイライオン 北海道紋別郡湧別町 北見 西　弘美 近藤　昇 近藤　昇 2019/3/22 65

× ジェイロッキー 牡 中止 第１回 5 2.8% 止 9 480 西将太 長部幸 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 長部　幸光 小森　唯永 小森　唯永 2019/5/31 171

× チカラノカギリ 牝 中止 第１回 6 3.0% 止 7 460 長澤幸 服部義 栗毛 オンリーワン 優　姫 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 松田　勳 2019/3/29 211

× ジェイアリサ 牝 中止 第１回 7 3.0% 止 1 460 西将太 金山明 鹿毛 ファルコ コウシュハダイアナニシキダイジン 北海道帯広市 十勝 金山　明彦 小森　唯永 小森　唯永 2019/4/4 146

× エフノテイロン 牝 中止 第１回 7 3.0% 止 2 460 藤本匠 松井浩 栗毛 スギノハリアー 汀　松 エビスカチドキ 北海道中川郡幕別町 十勝 松井　浩文 西村　正順 西村　正順 2019/2/12 51

× ガリバー 牡 中止 第１回 7 3.0% 止 5 480 菊池一 鈴木邦 鹿毛 テンカムソウ 初　誉 シャトルシンザン 北海道帯広市 十勝 鈴木　邦哉 株式会社　帯広有 　鈴木　公伸 2019/3/1 75

× ヤマノルークス 牝 中止 第１回 7 3.0% 止 9 460 藤野俊 山本正 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 山本　正彦 村上　孝三 中村　光雄 2019/6/10 318

× オーゾラホープ 牝 中止 第１回 8 3.0% 止 6 460 藤野俊 金田勇 鹿毛 キタノオーロラ サンノハヤヒメ コトノカツマ 北海道釧路市 釧路 金田　勇 三宮　久蔵 三宮　久藏 2019/4/20 55

× キタグニ 牡 中止 第１回 9 3.0% 止 4 480 鈴木恵 服部義 鹿毛 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 中山　一行 2019/4/20 79

× フレイムダイヤ 牝 中止 第１回 9 3.0% 止 6 460 島津新 金田勇 鹿毛 インフィニティー 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 坂井　健一 今野　義雄 2019/5/9 271

× キョウハドギャンネ 牡 中止 第１回 10 3.0% 止 4 480 島津新 小林長 鹿毛 ニューカツタロー ブルチャン 粒　鴨 北海道河東郡上士幌町 十勝 小林　長吉 金田　龍二 金田　龍二 2019/4/7 89

× イサミフジ 牡 中止 第１回 10 3.0% 止 9 480 藤野俊 金田勇 栗毛 イサムフジ 幸　美 ツルマキシンザン 北海道阿寒郡鶴居村 釧路 金田　勇 澤田　重美 菊地　範 2019/3/21 28

× フウレンネイチャー 牝 中止 第１回 11 3.2% 止 1 460 島津新 岩本利 栗毛 インフィニティー 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 岩本　利春 竹内　正昭 金田　龍二 2019/3/21 257

× コウシュハイシマツ 牡 中止 第１回 11 3.2% 止 4 480 西謙一 金山明 鹿毛 ダイエイヒーロー 珊　歌 蘭　藍 北海道釧路市 釧路 金山　明彦 前田　秀俊 広瀬　豪 2019/5/20 111

× ギンノチカラ 牡 中止 第１回 12 3.2% 止 3 480 長澤幸 小北栄 栗毛 ニューカツタロー ニューミミ タカライーグル 北海道河東郡上士幌町 十勝 小北　栄一 金田　龍二 赤麿　秀人 2019/3/10 96

× ブラッディーメアリ 牝 中止 第１回 12 3.2% 止 4 460 渡来心 大友栄 鹿毛 ダイエイヒーロー 翔和姫 サカノリキマル 北海道釧路市阿寒町 釧路 大友　栄人 野澤　幸弘 駒井　正人 2019/4/30 265

× プロミネンス 牡 中止 第１回 13 3.4% 止 1 480 西将太 松井浩 黒鹿毛レットダイヤ ネムロブラック ロイヤルタイトル 北海道常呂郡訓子府町 北見 松井　浩文 岩渕　寿和 高柳　稔 2019/4/10 273

× プリンセスエマ 牝 中止 第１回 14 3.4% 止 4 460 阿部武 大友栄 鹿毛 インフィニティー ブルーオーシャン マツカゼキング 北海道帯広市 十勝 大友　栄人 株式会社　帯広有 　齊藤　博美 2019/3/28 266

× コウシュハバニラ 牝 中止 第１回 15 3.4% 止 1 460 藤野俊 平田義 栗毛 スギノハリアー サクラレイカ ウンカイ 北海道河東郡音更町 十勝 平田　義弘 川端　幸子 広瀬　豪 2019/5/13 115

× タローノムスメ 牝 中止 第１回 15 3.4% 止 6 460 島津新 小北栄 青毛 ニューカツタロー 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 2019/4/15 209

× キュート 牝 中止 第１回 16 3.4% 止 4 460 島津新 岩本利 鹿毛 ニューカツタロー 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 岩本　英二 2019/3/24 84

× サトタカラ 牝 中止 第１回 17 3.4% 止 3 460 阿部武 大友栄 芦毛 カネサブラック 協　験 コブー 北海道足寄郡足寄町 十勝 大友　栄人 立川　芳枝 堂場　聰志 2019/5/2 142

× ウチウラコースイ 牡 中止 第１回 17 3.4% 止 5 480 鈴木恵 金山明 鹿毛 アアモンドヤマト オノ姫 オノショウ 北海道久遠郡せたな町 南北海道金山　明彦 並川　義輝 三浦　信一 2019/4/28 48

× グレンツルーク 牡 中止 第１回 17 3.4% 止 6 480 藤本匠 松井浩 栗毛 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 松井　浩文 西村　正順 白田　信一 2019/5/12 104

× ドウナンヒメ 牝 中止 第１回 18 3.5% 止 3 460 鈴木恵 今井茂 栗毛 ニューカツタロー 天☆萌 ニュートリノ 北海道河東郡上士幌町 十勝 今井　茂雅 金田　龍二 田山　克廣 2019/5/28 233

× ツルイセンプー 牡 中止 第１回 18 3.5% 止 5 480 阿部武 大河和 青毛 ハイセイウン 浄　騅 コブー 北海道阿寒郡鶴居村 釧路 大河原　和雄田中　光儀 田中　光儀 2019/4/13 223

https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20192506475&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20122503475&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20192502175&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20112509775&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20112505575&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20132508075&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20162504375&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20172507775&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20132507175&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20161501975&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20122500775&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20131506975&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20132503175&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20142509175&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20102504175&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20192501475&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20142503575&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20132501175&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20122506175&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20102501075&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20112501175&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20122503175&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20152501075&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20172502075&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20172502575&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20132502175&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20162509375&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20122507175&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20182509175&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20102501575&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20112507075&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20142504275&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20162508375&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20102507775&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20141506975&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20131502975&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20101507975&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20112504575&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20122503775&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20101500975&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20112504475&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20112507175&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20182503675&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20122501075&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20132504775&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20112504175&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20132502775&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20181508975&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20101503975&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20102508175&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20122509175&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20112506175&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20132508575&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20182504175&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20131505975&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20172501175&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20182506675&k_activeCode=1
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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

× ミュリーネー 牝 中止 第１回 19 3.5% 止 3 460 阿部武 金山明 鹿毛 モコトコマ 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 金山　明彦 高田　金吾 高柳　稔 2019/5/19 303

× ジェイノレクサス 牝 中止 第１回 20 3.5% 止 6 460 阿部武 今井茂 芦毛 アオノレクサス モノグラムカラー センシヨウリ 北海道旭川市 北央 今井　茂雅 岩本　国造 小森　唯永 2019/2/27 160

アアモンドミサキ 牝 取消 第１回 3 2.8% 消 7 460 赤塚健 長部幸 鹿毛 テンカムソウ アイノチカラ ヤマトゼンシン 北海道中川郡豊頃町 十勝 長部　幸光 島崎　幸喜 下内　美繪子 2019/3/9 13

アアモンドヒマワリ 牝 取消 第１回 9 3.0% 消 9 460 赤塚健 長部幸 鹿毛 テンカムソウ コブラヒメ タイカイ 北海道中川郡豊頃町 十勝 長部　幸光 島崎　幸喜 下内　美繪子 2019/4/30 12

ベニヒメ 牝 取消 第１回 11 3.2% 消 6 460 鈴木恵 長部幸 鹿毛 フクノカミカゼ ベニコマ 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 2019/5/27 276

ヨウテイイチバン 牡 取消 第１回 18 3.5% 消 2 480 藤野俊 平田義 鹿毛 ホンベツイチバン トップスマイル ヤマノトップガン 北海道虻田郡ニセコ町 南北海道平田　義弘 堀　忠一 堀　忠一 2019/3/1 321

※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。

https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20162503575&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20122502475&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20142508075&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20161500975&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20162506175&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20182501375&k_activeCode=1

	印刷用 (能検１)

