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○ 1 コーワホープ 牡 2:23.8 第１回 12 0.8% 1 3 480 藤本匠 松井浩 鹿毛 レットダイヤ 葵 ミントヒーロー 北海道常呂郡訓子府町 北見 金山　明彦 岩渕　寿和 高柳　稔 2020.01.28生 97

○ 2 ジェイホース 牡 2:24.0 第１回 15 0.8% 1 4 480 鈴木恵 松井浩 青毛 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 松井　浩文 三宮　久蔵 小森　唯永 2020.04.03生 140

○ 3 タカラテンザン 牡 2:31.1 第１回 10 0.9% 1 3 480 松田道 平田義 鹿毛 タケノヒーロー ニシキセンヒメ センシヨウリ 北海道空知郡中富良野町 北央 平田　義弘 吉田　清一 杉沢　勝治 2020.04.09生 178

○ 4 ホクセイスーパー 牡 2:31.6 第１回 13 0.8% 1 6 480 阿部武 坂本東 鹿毛 テンカムソウ ショウエイガール ナリタボブサップ 北海道河西郡芽室町 十勝 坂本　東一 竹澤　一彦 竹内　宏人 2020.04.20生 263

○ 5 ココロホマレ 牝 2:32.0 第１回 16 0.8% 1 5 460 渡来心 中島敏 青毛 カネサブラック マゴコロ グレイトジャイナー 北海道河東郡上士幌町 十勝 中島　敏博 （株）金福畜産 金田　龍二 2020.03.26生 100

○ 6 キョウエイプラチナ 牡 2:32.7 第１回 20 0.8% 1 5 480 村上章 村上慎 栗毛 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 2020.04.02生 70

○ 7 ゴールドキング 牡 2:35.1 第１回 1 0.9% 1 9 480 鈴木恵 服部義 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 服部　義幸 村上　昭一 木下　英三 2020.03.28生 89

○ 8 ホクセイイサム 牡 2:35.5 第１回 2 0.9% 1 3 480 西将太 西弘美 栗毛 アサヒセンショウ イクミファイター ブレーブファイター 北海道川上郡弟子屈町 釧路 西　弘美 長谷川　義信 （有）竹内産業 2020.01.18生 254

○ 9 アシュラダイマオー 牡 2:36.0 第１回 1 0.9% 2 7 480 松田道 松井浩 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 松井　浩文 浅井　嘉延 秋田　忍 2020.04.15生 14

○ 10 タイヨウ 牡 2:37.8 第１回 10 0.9% 2 2 480 菊池一 槻舘重 青毛 アアモンドヤマト 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 小林　正和 2020.04.11生 171

○ 11 コーワノウンカイ 牡 2:37.9 第１回 9 0.9% 1 7 480 鈴木恵 槻舘重 鹿毛 ツガルノウンカイ 藤　姫 ツルマキシンザン 北海道足寄郡足寄町 十勝 槻舘　重人 後藤　有弘 高柳　稔 2020.03.22生 96

○ 12 フジセンプー 牡 2:39.4 第１回 11 0.8% 1 4 480 藤本匠 岩本利 鹿毛 マルニセンプー アット サンデーブライアン北海道中川郡幕別町 十勝 岩本　利春 中村　弥市 水上　弘 2020.04.27生 238

○ 13 リアステンリュウ 牡 2:41.3 第１回 12 0.8% 2 1 480 阿部武 坂本東 青毛 ホンベツイチバン 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 坂本　東一 竹内　正昭 佐藤　豊 2020.02.01生 315

○ 14 ローランド 牡 2:41.5 第１回 6 0.9% 1 2 480 鈴木恵 槻舘重 鹿毛 インフィニティー 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 2020.03.18生 326

○ 15 イワキタイガ 牡 2:45.3 第１回 19 0.8% 1 5 480 船山蔵 小林勝 鹿毛 アアモンドヤマト 花　姫 ウンカイ 北海道久遠郡せたな町 南北海道小林　勝二 並川　義輝 蝦名　豊 2020.03.12生 28

○ 16 ニシキプライド 牡 2:45.5 第１回 14 0.8% 1 4 480 藤本匠 中島敏 鹿毛 ダイヤミラクル 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 2020.04.25生 210

○ 17 ベニサクラ 牝 2:48.4 第１回 8 0.9% 1 2 460 菊池一 槻舘重 鹿毛 インフィニティー サカノベニバラ サンデーブライアン北海道中川郡幕別町 十勝 槻舘　重人 中村　弥市 鈴木　勉 2020.04.24生 248

○ 18 スターフェニックス 牡 2:51.2 第１回 4 0.9% 1 3 480 松田道 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）帯広有機 干場　正吉 2020.03.25生 157

○ 19 コーワレックス 牡 2:52.2 第１回 20 0.8% 2 6 480 西謙一 松井浩 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 金山　明彦 岩渕　寿和 高柳　稔 2020.05.14生 98

○ 20 ツガルノモツケ 牡 2:55.8 第１回 14 0.8% 2 5 480 藤野俊 長部幸 栗毛 ワールドピサ 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 長部　幸光 竹久　克明 須藤　信秋 2020.03.02生 186

○ 21 ドウナンキング 牡 2:57.1 第１回 10 0.9% 3 1 480 鈴木恵 今井茂 栗毛 ヒロノヤマト 紅乙姫 チヨノキング 北海道爾志郡乙部町 南北海道今井　茂雅 原田　甚一 田山　克廣 2020.05.01生 195

○ 22 ミュウ 牝 2:58.5 第１回 14 0.8% 3 1 460 阿部武 小林長 芦毛 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 2020.03.21生 298

○ 23 ユウコデン 牡 2:58.6 第１回 12 0.8% 3 7 480 鈴木恵 服部義 鹿毛 オンリーワン ハッピークィーン キタノイチオク 北海道釧路市阿寒町 釧路 服部　義幸 安藤　浩太朗 河本　雄介 2020.03.30生 308

○ 24 クリスタルカリナン 牝 3:01.2 第１回 4 0.9% 2 2 460 鈴木恵 槻舘重 鹿毛 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 小向　勝司 2020.03.01生 73

○ 24 ツガルフジ 牡 3:01.2 第１回 5 0.9% 1 8 480 西謙一 西弘美 栗毛 スピードフジ 幸　姫 キタノビッグエース 北海道川上郡弟子屈町 釧路 西　弘美 守屋　博 葛西　一郎 2020.03.19生 187

○ 26 ジェイコンパス 牡 3:04.8 第１回 13 0.8% 2 3 480 菊池一 田上忠 青毛 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 田上　忠夫 小森　唯永 小森　唯永 2020.03.17生 129

○ 27 ジェイヒーロー 牡 3:06.1 第１回 13 0.8% 3 2 480 鈴木恵 金山明 鹿毛 ジェイワン ヒメダイヤ サンデーブライアン北海道帯広市 十勝 金山　明彦 小森　唯永 小森　唯永 2020.04.03生 138

○ 28 トップチャレンジ 牡 3:07.3 第１回 3 0.9% 1 2 480 村上章 長部幸 栗毛 ウルマ　ドュ　スーキクタイソン ブラックジョージ 北海道沙流郡日高町 南北海道長部　幸光 道垣内　豊 道垣内　豊 2020.04.28生 200

○ 29 ハゴロモファルコン 牡 3:11.2 第１回 15 0.8% 2 8 480 西謙一 西弘美 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 西　弘美 守屋　博 井上　修 2020.04.28生 212

○ 30 ヤマカツレイナ 牝 3:12.7 第１回 18 0.8% 1 6 460 金田利 金田勇 鹿毛 ジェイワン ヤマカツプリンセスアローファイター 北海道檜山郡厚沢部町 南北海道金田　勇 高野　勝紀 高野　勝紀 2020.04.01生 302

○ 31 スタートラヒメ 牝 3:14.3 第１回 18 0.8% 2 4 460 村上章 小北栄 鹿毛 テンカムソウ ホワイトハリケーントウリュウ 北海道帯広市 十勝 小北　栄一 （株）帯広有機 干場　正吉 2020.03.29生 156

○ 32 ゴールドクイーン 牝 3:14.7 第１回 10 0.9% 4 4 460 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 2020.04.28生 90

○ 33 リックンフィーバー 牡 3:15.7 第１回 18 0.8% 3 3 480 島津新 岩本利 鹿毛 コサカコブラ ヤマノテンギク サンデーブライアン北海道河東郡上士幌町 十勝 岩本　利春 （株）金福畜産 末松　秀義 2020.02.17生 317

○ 34 ホウエイチャン 牡 3:16.3 第１回 8 0.9% 2 1 480 西将太 大友栄 青毛 スギノハリアー 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）帯広有機 齊藤　博美 2020.04.08生 249

○ 35 シンライノツバサ 牡 3:18.6 第１回 14 0.8% 4 6 480 村上章 村上慎 栗毛 カネサテンリュウ 富士子 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 2020.04.01生 153

○ 36 ヤマノキヨヒメ 牝 3:19.3 第１回 15 0.8% 3 6 460 渡来心 久田守 青毛 ナリタボブサップ ライデンハート カゲシュウホー 北海道河東郡上士幌町 十勝 久田　守 （株）金福畜産 山下　信一 2020.03.22生 305

○ 37 センノヒカリ 牝 3:22.5 第１回 7 0.9% 1 7 460 阿部武 坂本東 鹿毛 フジカチドキ ツルノジョウオー エビスオウジャ 北海道阿寒郡鶴居村 釧路 坂本　東一 松井　紀行 松井　紀行 2020.03.18生 164

○ 39 ブラックイサム 牡 3:23.2 第１回 16 0.8% 2 8 480 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 2020.04.07生 241

○ 40 アバシリモミジ 牝 3:24.4 第１回 10 0.9% 5 6 460 西将太 金田勇 鹿毛 ツガルノウンカイ ウィナーブラック カネサブラック 北海道網走市 北見 金田　勇 佐藤　久夫 佐藤　久夫 2020.03.21生 20

○ 41 タカシマフクマツ 牡 3:27.3 第１回 16 0.8% 3 3 480 鈴木恵 村上慎 栗毛 インフィニティー ダイヤモンドヒカルカネサブラック 北海道標津郡中標津町 釧路 村上　慎一 杉岡　正美 永井　進 2020.04.20生 173

○ 42 ツカサゴロウ 牡 3:27.7 第１回 7 0.9% 2 5 480 長澤幸 大河和 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 大河原　和雄村上　昭一 川口　晋司 2020.03.03生 181

○ 43 ホクセイジャック 牡 3:29.0 第１回 6 0.9% 2 6 480 藤本匠 松井浩 青毛 ジェイワン ユキチタマル ニシキダイジン 北海道河東郡音更町 十勝 松井　浩文 （株）キューサン竹内　宏人 2020.02.12生 262

○ 44 コウシュハエーカン 牡 3:29.7 第１回 9 0.9% 2 8 480 松田道 金山明 栗毛 ニシキエーカン 第二泉 グレートエンペラー 北海道標津郡標津町 釧路 金山　明彦 山本　信達 広瀬　豪 2020.03.17生 81

○ 45 ホクセイクリタロー 牡 3:34.5 第１回 19 0.8% 2 6 480 藤本匠 今井茂 栗毛 フジダイビクトリーゴージャスブラックカネサブラック 北海道河東郡音更町 十勝 今井　茂雅 （株）キューサン（株）北西ファー 2020.05.11生 257

○ 46 ヤマノファンタジー 牝 3:37.5 第１回 12 0.8% 4 5 460 渡来心 今井茂 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 南北海道今井　茂雅 中村　光雄 中村　光雄 2020.04.06生 307

○ 47 シンエイセンショウ 牝 3:38.1 第１回 4 0.9% 3 5 460 西将太 西弘美 鹿毛 アサヒセンショウ 丸クル タカライーグル 北海道川上郡弟子屈町 釧路 西　弘美 長谷川　義信 上口　詩子 2020.01.04生 150

○ 48 シンエイダイヤ 牡 3:38.5 第１回 17 0.8% 1 6 480 菊池一 久田守 青毛 タキニシダイヤ 弥生姫 武　潮 北海道紋別郡滝上町 北見 久田　守 佐藤　節雄 上口　詩子 2020.04.13生 151

○ 49 ツガルノジョッパリ 牡 3:39.8 第１回 5 0.9% 2 9 480 村上章 長部幸 青毛 ツガルノウンカイ 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 長部　幸光 鈴木　義尚 須藤　信秋 2020.03.26生 184

○ 50 リベンジャー 牡 3:40.8 第１回 17 0.8% 2 4 480 長澤幸 服部義 鹿毛 インフィニティー 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 服部　義幸 （株）金福畜産 岡田　祐一 2020.03.06生 319

○ 51 ホクセイコザクラ 牝 3:44.8 第１回 17 0.8% 3 5 460 鈴木恵 今井茂 鹿毛 インフィニティー 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）キューサン竹内　宏人 2020.02.01生 260

○ 52 ゴールドチップ 牡 3:46.4 第１回 13 0.8% 4 7 480 長澤幸 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 2020.04.25生 91

○ 53 クリスタルゴースト 牡 3:46.9 第１回 2 0.9% 2 6 480 島津新 岩本利 青毛 カネサブラック 優　姫 ウンカイ 北海道足寄郡足寄町 十勝 岩本　利春 宮口　孝治 小向　勝司 2020.03.21生 74

○ 54 バンユウジョオー 牝 3:47.2 第１回 7 0.9% 3 2 460 菊池一 服部義 鹿毛 カネサブラック 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 服部　義幸 林　茂 中山　一行 2020.03.05生 220

https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20112501276&k_activeCode=1
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https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20102506176&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20161501976&k_activeCode=1
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https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20141507976&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20102503276&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20142504776&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20112507276&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20142507276&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20152504476&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20381506876&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20162502276&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20132503076&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20131507976&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20191509876&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20101506976&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20182508476&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20141502976&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20162502476&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20142503776&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20132504476&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20152505076&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20142509776&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20172507676&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20162501076&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20132507676&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20162503476&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20112506776&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20152501376&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20102503176&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20153508076&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20142507376&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20132504976&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20102506776&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20151507976&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20101509976&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20132508076&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20152509076&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20122504976&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20162505276&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20152500676&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20112509276&k_activeCode=1
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○ 55 ニジイロアオゾラ 牝 3:49.4 第１回 9 0.9% 3 2 460 島津新 岩本利 鹿毛 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 遠藤　由香 2020.04.10生 208

○ 56 コーワダイヤ 牝 3:49.7 第１回 9 0.9% 4 5 460 藤本匠 松井浩 鹿毛 レットダイヤ グレースゴールド バレットドラゴン 北海道網走郡大空町女満別北見 松井　浩文 小里　昭男 高柳　稔 2020.05.26生 95

○ 57 スペシャルダイヤ 牡 3:52.3 第１回 6 0.9% 3 7 480 菊池一 中島敏 栗毛 コジロウスペシャルエンジュダイヤ バンユウキング 北海道標津郡中標津町 釧路 中島　敏博 杉岡　正美 杉岡　正美 2020.03.24生 159

○ 58 メオトクリフジ 牡 3:53.0 第１回 7 0.9% 4 8 480 松田道 平田義 栗毛 ワールドピサ メオトヒメ ヒカルセンプー 北海道空知郡中富良野町 北央 平田　義弘 竹久　克明 杉沢　勝治 2020.05.13生 300

○ 59 カイセイセンプー 牡 3:54.1 第１回 1 0.9% 3 6 480 阿部武 坂本東 鹿毛 マルニセンプー カイセイフクノカミ フクノカミカゼ 北海道紋別郡湧別町 北見 坂本　東一 近藤　昇 近藤　昇 2020.04.30生 50

○ 60 レッツゴーリッコ 牝 3:54.2 第１回 6 0.9% 4 1 460 西将太 大友栄 鹿毛 マルニセンプー 苺 ナリタボブサップ 北海道河東郡音更町 十勝 大友　栄人 香田　則夫 駒井　正人 2020.04.28生 325

○ 61 カイセエンペラー 牡 3:54.9 第１回 1 0.9% 4 3 480 西謙一 西弘美 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 西　弘美 近藤　昇 近藤　昇 2020.05.06生 51

○ 63 コウシュハホウ 牝 3:57.2 第１回 18 0.8% 4 5 460 藤本匠 大友栄 鹿毛 アローファイター 薔　薇 タカラセイウン 北海道中川郡本別町 十勝 大友　栄人 樋口　祐馬 広瀬　豪 2020.03.29生 85

○ 64 コウシュハキング 牡 3:57.4 第１回 18 0.8% 5 7 480 西謙一 松井浩 栗毛 ジェイワン コウシュハクィーンアキバオーショウ 北海道帯広市 十勝 松井　浩文 小森　唯永 広瀬　豪 2020.04.03生 83

○ 65 ララ 牝 3:58.0 第１回 15 0.8% 4 5 460 中山直 谷あゆ 栗毛 ディーステンルネ 鐘美姫 ホワイトキャップ 北海道北見市 北見 谷　あゆみ 細川　貞夫 細川　貞夫 2020.04.03生 314

× 38 ルイズ 牝 3:23.0 第１回 14 0.8% 5 7 460 鈴木恵 槻舘重 青毛 マルニセンプー 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 奥泉　愛子 2020.04.20生 324

× 62 スナノブルボン 牡 3:57.0 第１回 17 0.8% 4 1 480 村上章 谷あゆ 栗毛 ホンベツイチバン 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 2020.04.20生 158

× 66 ブルースカイ 牝 4:04.0 第１回 6 0.9% 5 5 460 金田利 金田勇 青毛 キタノオーロラ 清　明 清　栄 北海道川上郡標茶町 釧路 金田　勇 佐藤　文明 野村　敏文 2020.03.12生 243

× 67 ジェイヨハン 牡 4:05.0 第１回 3 0.9% 2 1 480 鈴木恵 平田義 鹿毛 カネサテンリュウ ユメカ ツルマキシンザン 北海道阿寒郡鶴居村 釧路 平田　義弘 松井　紀行 小森　唯永 2020.04.10生 136

× 67 イワキゼット 牡 4:05.0 第１回 4 0.9% 4 4 480 長澤幸 大河和 黒鹿毛アアモンドヤワラ サカノヒマワリ カネサテンリュウ 北海道檜山郡江差町 南北海道大河原　和雄山田　常雄 蝦名　豊 2020.03.07生 27

× 69 カワノプアメリア 牝 4:08.0 第１回 5 0.9% 3 5 460 阿部武 坂本東 鹿毛 シベチャタイガー アーティーサクラ ニュートリノ 北海道釧路市 釧路 坂本　東一 山根　福司 川口　晃司 2020.04.21生 61

× 70 ツガルノドン 牡 4:15.0 第１回 18 0.8% 6 2 480 西将太 西弘美 鹿毛 ワールドピサ 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 葛西　一郎 2020.04.13生 185

× 71 ホクセイタイヨウ 牡 4:16.0 第１回 7 0.9% 5 4 480 鈴木恵 今井茂 栗毛 フジダイビクトリーヤマノベガ 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 竹内　宏人 2020.05.06生 266

× 72 ヤマサンレジーナ 牝 4:20.0 第１回 2 0.9% 3 1 460 藤本匠 松井浩 鹿毛 ヒロノヤマト 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 川村　幸平 2020.05.02生 303

× 73 ナカゼンハヤテ 牡 4:22.0 第１回 20 0.8% 3 4 480 西将太 西弘美 鹿毛 ダイコクパワー キタノツル タケタカラニシキ 北海道北斗市 南北海道西　弘美 高田　和廣 高田　和廣 2020.04.15生 206

× 74 クリスタルステージ 牡 4:27.0 第１回 7 0.9% 6 1 480 西謙一 西弘美 鹿毛 ニシキエーカン 銘　宝 ヒロノタキオン 北海道標津郡標津町 釧路 西　弘美 榧木　悦雄 小向　勝司 2020.06.08生 76

× 75 ホクセイタイガー 牡 4:31.0 第１回 5 0.9% 4 4 480 藤野俊 山本正 栗毛 ミタコトナイ 福　姫 タイキョク 北海道河東郡音更町 十勝 山本　正彦 （株）キューサン（株）　北西ファー2020.04.21生 265

× 76 トップココライナー 牝 4:42.1 第１回 4 0.9% 5 8 460 阿部武 西邑春 栗毛 ウルマ　ドュ　スースズコトブキ ナオイチ 北海道沙流郡日高町 南北海道西邑　春夫 道垣内　豊 道垣内　豊 2020.03.10生 199

× 77 ホウライ 牝 4:44.5 第１回 19 0.8% 3 4 460 長澤幸 服部義 青毛 オンリーワン 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 松田　勳 2020.04.07生 250

× 78 マックスベニ 牝 4:55.1 第１回 5 0.9% 5 6 460 鈴木恵 村上慎 栗毛 ニシキエーカン 蝶　舞 タカノチグサ 北海道標津郡中標津町 釧路 村上　慎一 渡辺　善弘 杉岡　正美 2020.05.19生 282

× 79 キタノサカエツムジ 牡 5:02.0 第１回 13 0.8% 5 9 480 西将太 松井浩 鹿毛 ミタコトナイ キタノサカエミント ヤマノミント 北海道河東郡音更町 十勝 松井　浩文 株式会社皆川畜（株）北栄運輸 2020.02.20生 65

× 80 カイセノヴァ 牡 5:02.2 第１回 3 0.9% 3 4 480 阿部武 坂本東 鹿毛 インフィニティー 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 坂本　東一 近藤　昇 近藤　昇 2020.05.07生 52

× 81 コウシュハガンテツ 牡 5:32.6 第１回 11 0.8% 2 7 480 藤野俊 平田義 鹿毛 シズユタカ アベリア ソウヤセンプー 北海道稚内市 北央 平田　義弘 板倉　政勝 広瀬　豪 2020.04.24生 82

× シャクネツ 牝 中止 第１回 1 0.9% 止 1 460 島津新 林　豊 鹿毛 ディーステンルネ 分尖２０１１ タケノタイトル 北海道北見市 北見 林　豊 細川　貞夫 細川　貞夫 2020.04.22生 146

× オーシャンパール 牝 中止 第１回 1 0.9% 止 2 460 菊池一 中島敏 芦毛 キングファラオ 萩　姫 ニュートリノ 北海道厚岸郡浜中町 釧路 中島　敏博 舘野　竜一 舘野　竜一 2020.04.13生 47

× ホクセイコウテイ 牡 中止 第１回 1 0.9% 止 4 480 渡来心 今井茂 栗毛 ミタコトナイ ホクセイアオヒメ フナノコーネル 北海道河東郡音更町 十勝 今井　茂雅 （株）キューサン（有）竹内産業 2020.05.25生 259

× ジェイボンベイ 牡 中止 第１回 1 0.9% 止 5 480 村上章 長部幸 青毛 ファルコ セミニヨン ヤマトゼンシン 北海道帯広市 十勝 長部　幸光 小森　唯永 小森　唯永 2020.04.20生 141

× マロス 牡 中止 第１回 2 0.9% 止 2 480 阿部武 大河和 青毛 必　説 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 2020.02.21生 293

× マルホンアイリ 牝 中止 第１回 2 0.9% 止 4 460 鈴木恵 金田勇 青毛 カネサテンリュウ レイナアブソルータウンカイ 北海道中川郡本別町 十勝 金田　勇 本寺　政則 本寺　政則 2020.04.04生 287

× サカノフクムスメ 牝 中止 第１回 2 0.9% 止 5 460 松田道 村上慎 鹿毛 フクノカミカゼ 束　蜜 ラヴリー　ド　レトワ北海道常呂郡訓子府町 北見 村上　慎一 岩渕　寿和 （株）大阪畜産 2020.02.25生 115

× シック 牝 中止 第１回 2 0.9% 止 7 460 長澤幸 服部義 鹿毛 キョウエイボーイ 希 アローファイター 北海道足寄郡足寄町 十勝 服部　義幸 松本　広美 松本　憲治 2020.04.01生 145

× キタザクラ 牡 中止 第１回 2 0.9% 止 8 480 村上章 槻舘重 黒鹿毛ミスタートカチ 雷鳥姫 ライデンボーイ 北海道中川郡本別町 十勝 槻舘　重人 横山　キク子 濱名　義昭 2020.04.21生 63

× キタノサカエボブミ 牝 中止 第１回 3 0.9% 止 3 460 渡来心 今井茂 青毛 ナリタボブサップ 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 今井　茂雅 （株）金福畜産 （株）北栄運輸 2020.04.19生 66

× コモレビ 牝 中止 第１回 3 0.9% 止 5 460 長澤幸 服部義 鹿毛 トミサトスター 宝泉２０１１ カイセイアーチ 北海道北見市 北見 服部　義幸 細川　貞夫 細川　貞夫 2020.04.09生 104

× コウシュハケンシン 牡 中止 第１回 3 0.9% 止 6 480 西謙一 小林長 鹿毛 アローファイター 姫　緑 タカラキング 北海道中川郡本別町 十勝 小林　長吉 樋口　祐馬 広瀬　豪 2020.05.05生 84

× ダイキンボシ 牡 中止 第１回 3 0.9% 止 7 480 松田道 松井浩 栗毛 スギノハリアー 北　光 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 桑田　壽 2020.02.25生 167

× オオゾラエミ 牝 中止 第１回 3 0.9% 止 8 460 菊池一 中島敏 鹿毛 モコトコマ メグミ マルゼンタイコー 北海道網走郡大空町女満別北見 中島　敏博 小里　昭男 小里　昭男 2020.04.04生 48

× ツカサハナコ 牝 中止 第１回 4 0.9% 止 1 460 藤野俊 金山明 栗毛 リュウセイイチバン栗　宝 キングファラオ 北海道沙流郡平取町 南北海道金山　明彦 互野　居衣夫 川口　晋司 2020.04.02生 183

× マコノユメ 牝 中止 第１回 4 0.9% 止 7 460 金田利 金田勇 青毛 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 金田　勇 佐藤　文明 柬理　義一 2020.04.23生 277

× マル 牝 中止 第１回 5 0.9% 止 1 460 中山直 小林長 栗毛 カネサテンリュウ 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 小林　長吉 留田　邦彦 南　信良 2020.04.13生 285

× ホクセイサップ 牡 中止 第１回 5 0.9% 止 2 480 島津新 林　豊 青毛 ナリタボブサップ カオルコ ホクショウファイト 北海道河東郡音更町 十勝 林　豊 （株）キューサン（株）北西ファー 2020.05.03生 261

× ホクセイクッピン 牡 中止 第１回 5 0.9% 止 3 480 松田道 松井浩 鹿毛 オンリーワン プレミアム バンゼン 北海道釧路市阿寒町 釧路 松井　浩文 尾屋　保博 （有）竹内産業 2020.03.31生 256

× ジンメ 牝 中止 第１回 5 0.9% 止 7 460 長澤幸 服部義 栗毛 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 横井　均 2020.04.28生 152

× ジャンボ 牝 中止 第１回 6 0.9% 止 3 460 長澤幸 服部義 青毛 ダイナミックボーイノースダイヤモンドアショロホープ 北海道足寄郡足寄町 十勝 服部　義幸 川上　優 市原　朗雄 2020.03.30生 148

× ヤマノアルフィー 牡 中止 第１回 6 0.9% 止 4 480 阿部武 今井茂 鹿毛 ヒロノヤマト ヒマワリギャルコ ウンカイ 北海道茅部郡森町 南北海道今井　茂雅 中村　光雄 中村　光雄 2020.05.09生 304

× セサミブラウン 牝 中止 第１回 6 0.9% 止 8 460 島津新 岩本利 鹿毛 カネサブラック 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 （株）金福畜産 末松　秀義 2020.03.29生 161

× ミスターオオクボ 牡 中止 第１回 7 0.9% 止 3 480 松本秀 大橋和 栗毛 ニシキエーカン シゲコ タカラキング 北海道標津郡中標津町 釧路 大橋　和則 渡辺　善弘 村上　廣昭 2020.04.20生 294

× ダイレクトエース 牡 中止 第１回 7 0.9% 止 6 480 船山蔵 小林長 栗毛 ニシキエーカン プリンセスナナ カネサブラック 北海道標津郡標津町 釧路 小林　長吉 加藤　勇 加藤　勇 2020.04.26生 172

https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20172506176&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20102509276&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20152505376&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20152501276&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20182500176&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20172506576&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20181505976&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20172506076&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20191502876&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20122502276&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20142509676&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20111509976&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20152503576&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20192506676&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20162509476&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20102505376&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20142509276&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20102505776&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20162501476&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20122503776&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20172504376&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20122507976&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20182507476&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20102506976&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20162507376&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20132505976&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20181506976&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20102509976&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20122507276&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20112506576&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20153507076&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20191504876&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20132509776&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20182504076&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20112502276&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20152503676&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20192500076&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20162505076&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20122503276&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20172509076&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20181509876&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20112500276&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20122508876&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20112506976&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20172500676&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20122505976&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20172504276&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20172501276&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20142502876&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20102504776&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20162503076&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20172500376&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20122505376&k_activeCode=1
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調教
番号

× センショウキング 牡 中止 第１回 8 0.9% 止 3 480 藤本匠 岩本利 栗毛 インフィニティー センショウレディーウンカイ 北海道勇払郡厚真町 南北海道岩本　利春 浅野　勝善 浅野　勝善 2020.04.03生 163

× マルホンミヤビ 牝 中止 第１回 8 0.9% 止 4 460 鈴木恵 金田勇 青毛 アローファイター アズソレイユ カネサテンリュウ 北海道中川郡本別町 十勝 金田　勇 本寺　政則 本寺　政則 2020.04.12生 290

× ワールドスカイ 牡 中止 第１回 8 0.9% 止 5 480 阿部武 小林長 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 小林　長吉 山根　正行 内山　哲也 2020.05.20生 328

× イナサンセンプー 牡 中止 第１回 8 0.9% 止 6 480 渡来心 久田守 鹿毛 マルニセンプー エーマンウィン キタノコウテイ 北海道河東郡音更町 十勝 久田　守 （株）メグミファー稲谷　義雄 2020.03.25生 24

× ジェイサラ 牝 中止 第１回 8 0.9% 止 7 460 村上章 長部幸 青毛 ファルコ プリンセスサラ キングファラオ 北海道帯広市 十勝 長部　幸光 小森　唯永 小森　唯永 2020.05.10生 131

× ハチミツキャンディ 牝 中止 第１回 8 0.9% 止 8 460 島津新 林　豊 鹿毛 コサカコブラ アンノキャンディーキタノイチオク 北海道河東郡上士幌町 十勝 林　豊 金田　龍二 金田　龍二 2020.03.13生 214

× マサノエーカン 牡 中止 第１回 9 0.9% 止 1 480 西謙一 西弘美 栗毛 ニシキエーカン ヒデチャン ニシキロード 北海道野付郡別海町 釧路 西　弘美 岩瀬　賢介 真壁　雅彦 2020.05.22生 278

× ハテンコウ 牝 中止 第１回 9 0.9% 止 3 460 長澤幸 服部義 芦毛 ジャングルソング ハクオーカン ウンカイ 北海道茅部郡森町 南北海道服部　義幸 中村　光雄 松田　勳 2020.03.29生 215

× マルホンキンカ 牝 中止 第１回 9 0.9% 止 4 460 金田利 金田勇 栗毛 グレイトアマゾン 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 2020.03.16生 288

× ジェイライフ 牡 中止 第１回 9 0.9% 止 6 480 阿部武 坂本東 鹿毛 ジェイワン モノグラムカラー センシヨウリ 北海道旭川市 北央 坂本　東一 岩本　国造 小森　唯永 2020.05.25生 144

× カツ 牡 中止 第１回 10 0.9% 止 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 横井　均 2020.04.07生 54

× ホマレ 牝 中止 第１回 10 0.9% 止 7 460 中山直 谷あゆ 鹿毛 ナリタボブサップ アズキ ウンカイ 北海道中川郡本別町 十勝 谷　あゆみ 梅村　智秀 梅村　智秀 2020.04.05生 275

× ジェイバード 牝 中止 第１回 10 0.9% 止 8 460 村上章 長部幸 栗毛 ジェイワン アアモンドセブン ウンカイ 北海道帯広市 十勝 長部　幸光 小森　唯永 小森　唯永 2020.05.26生 137

× ホクセイハンター 牡 中止 第１回 11 0.8% 止 1 480 阿部武 坂本東 青毛 ナリタボブサップ ビュウティハート キタノコウテイ 北海道河西郡芽室町 十勝 坂本　東一 竹澤　一彦 竹内　宏人 2020.04.25生 268

× ヤマノダイヤ 牡 中止 第１回 11 0.8% 止 2 480 渡来心 久田守 栗毛 ホンベツイチバン トップショウ ウンカイ 北海道空知郡南幌町 北央 久田　守 竹内　正昭 山下　信一 2020.04.12生 306

× ホクセイキムタク 牡 中止 第１回 11 0.8% 止 3 480 松田道 金山明 鹿毛 ライデンロック 華　心 ソラチリキ 北海道白糠郡白糠町 釧路 金山　明彦 滝田　武夫 （株）北西ファー 2020.04.01生 255

× マサノエンペラー 牡 中止 第１回 11 0.8% 止 5 480 西謙一 西弘美 栗毛 ニシキエーカン ヒデチャン ニシキロード 北海道野付郡別海町 釧路 西　弘美 岩瀬　賢介 真壁　雅彦 2020.05.22生 279

× ゲキアツ 牡 中止 第１回 11 0.8% 止 6 480 長澤幸 服部義 鹿毛 オンリーワン 栄　冠 キクノルーラ 北海道釧路市阿寒町 釧路 服部　義幸 安藤　浩太朗 安藤　浩太朗 2020.02.28生 80

× ジェイマーシー 牡 中止 第１回 11 0.8% 止 8 480 鈴木恵 大河和 鹿毛 ジェイワン アアモンドハナビ ナリタビッグマン 北海道帯広市 十勝 大河原　和雄小森　唯永 小森　唯永 2020.05.21生 142

× ナカゼンサン 牡 中止 第１回 12 0.8% 止 2 480 西将太 西弘美 鹿毛 ダイコクパワー ヴィーナスクイーンカネサブラック 北海道北斗市 南北海道西　弘美 高田　和廣 高田　和廣 2020.05.21生 205

× ヒカルマンテン 牝 中止 第１回 12 0.8% 止 4 460 船山蔵 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）メグミファー長澤　廣茂 2020.03.04生 227

× ネンジュノチカラ 牝 中止 第１回 12 0.8% 止 6 460 長澤幸 小北栄 鹿毛 ニューカツタロー 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 小北　栄一 （株）金福畜産 赤麿　秀人 2020.02.21生 211

× ハゴロモユニバース 牝 中止 第１回 12 0.8% 止 8 460 西謙一 大友栄 栗毛 マルニセンプー コトブキダイヤ ウンカイ 北海道河東郡上士幌町 十勝 大友　栄人 鈴木　義尚 井上　修 2020.04.17生 213

× エムタカラ 牡 中止 第１回 12 0.8% 止 9 480 金田利 金田勇 鹿毛 キタノオーロラ 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 山口　正行 2020.05.20生 40

× サクラレップ 牡 中止 第１回 13 0.8% 止 1 480 松田道 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 2020.05.17生 118

× クボサンデー 牡 中止 第１回 13 0.8% 止 4 480 金田利 金田勇 鹿毛 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 金田　勇 林　繁徳 佐藤　久夫 2020.03.14生 72

× ホクセイセキホク 牡 中止 第１回 13 0.8% 止 5 480 西謙一 今井茂 栗毛 フジダイビクトリータケノソフィア アサノカイリキ 北海道河東郡音更町 十勝 今井　茂雅 （株）キューサン竹内　宏人 2020.05.05生 264

× ユウマサイコー 牝 中止 第１回 13 0.8% 止 8 460 中山直 谷あゆ 鹿毛 アローファイター 利姫光 マツカゼキング 北海道中川郡本別町 十勝 谷　あゆみ 樋口　祐馬 道垣内　誠 2020.03.22生 309

× ヒカルダイマオー 牡 中止 第１回 14 0.8% 止 2 480 松田道 大友栄 栗毛 インフィニティー ヒカルピアス タカラキング 北海道河東郡上士幌町 十勝 大友　栄人 鈴木　義尚 秋田　忍 2020.05.14生 226

× フェアリーイヴ 牝 中止 第１回 14 0.8% 止 3 460 長澤幸 岩本利 鹿毛 コサカコブラ ナカゼンプリンセスナカゼンスピード 北海道河東郡上士幌町 十勝 岩本　利春 金田　龍二 日野　貴 2020.04.25生 231

× ツカサタロウ 牡 中止 第１回 14 0.8% 止 9 480 西謙一 大河和 栗毛 キタノドリーマー ユメチオ カネサテンリュウ 北海道足寄郡陸別町 十勝 大河原　和雄村上　昭一 川口　晋司 2020.03.23生 182

× ホクショウハルキ 牡 中止 第１回 15 0.8% 止 1 480 阿部武 坂本東 青毛 ホクショウディープホクショウコスモ ホクショウファイト 北海道夕張郡由仁町 北央 坂本　東一 井内　紀子 井内　紀子 2020.05.02生 253

× トキワエスポワール 牡 中止 第１回 15 0.8% 止 2 480 長澤幸 服部義 青毛 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 服部　義幸 村上　昭一 鈴木　正浩 2020.04.02生 198

× ジェイエクセル 牝 中止 第１回 15 0.8% 止 3 460 菊池一 今井茂 青毛 ツガルノウンカイ カネサエクセル ツルマキシンザン 北海道帯広市 十勝 今井　茂雅 小森　唯永 小森　唯永 2020.05.04生 125

× アバシリボタン 牝 中止 第１回 15 0.8% 止 7 460 西将太 金田勇 青毛 ツガルノウンカイ 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 2020.04.29生 19

× コーワクイーン 牝 中止 第１回 16 0.8% 止 1 460 阿部武 金山明 鹿毛 レットダイヤ スーパークリヒメ タケノタイトル 北海道常呂郡訓子府町 北見 金山　明彦 岩渕　寿和 高柳　稔 2020.04.03生 94

× リュウノダイマオー 牡 中止 第１回 16 0.8% 止 2 480 松田道 大友栄 鹿毛 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 大友　栄人 和田　智志 秋田　忍 2020.04.30生 322

× ダイヤノチカラ 牝 中止 第１回 16 0.8% 止 4 460 長澤幸 小北栄 鹿毛 ライデンロック ハルノイブキ カネサブラック 北海道足寄郡足寄町 十勝 小北　栄一 立川　芳枝 赤麿　秀人 2020.01.25生 168

× ホクセイタケタカラ 牡 中止 第１回 16 0.8% 止 6 480 藤本匠 岩本利 鹿毛 レットダイヤ ミドリユー ミドリショウリ 北海道河東郡音更町 十勝 岩本　利春 （株）キューサン（有）竹内産業 2020.04.07生 267

× ジェイビクトリー 牡 中止 第１回 16 0.8% 止 7 480 菊池一 田上忠 栗毛 フジダイビクトリージェイツー クリショウザン 北海道帯広市 十勝 田上　忠夫 小森　唯永 小森　唯永 2020.03.08生 139

× イワフネクロミ 牝 中止 第１回 17 0.8% 止 2 460 船山蔵 鈴木邦 青毛 ミノルユウセン イワフネハルカ ホクトタイガー 北海道厚岸郡浜中町 釧路 鈴木　邦哉 船山　喜勝 船山　喜勝 2020.04.13生 32

× メムロボブコ 牝 中止 第１回 17 0.8% 止 3 460 阿部武 坂本東 鹿毛 ナリタボブサップ ピュアレディ アキバオーショウ 北海道河西郡芽室町 十勝 坂本　東一 竹澤　一彦 竹澤　一彦 2020.05.05生 301

× サトノヒメカ 牝 中止 第１回 17 0.8% 止 7 460 金田利 金田勇 鹿毛 レットダイヤ ヒメチャン ミントヒーロー 北海道紋別郡遠軽町 北見 金田　勇 佐藤　岑夫 佐藤　岑夫 2020.05.11生 120

× アグリアイ 牝 中止 第１回 17 0.8% 止 8 460 西将太 西弘美 栗毛 ヤマノミント アグリダイヤ キタノスサノオ 北海道名寄市 北央 西　弘美 渡辺　孝 北島　勇祈 2020.04.06生 11

× クリスタルブルーム 牝 中止 第１回 18 0.8% 止 1 460 鈴木恵 長部幸 鹿毛 コサカコブラ ミツタイコー ハマナカキング 北海道河東郡上士幌町 十勝 長部　幸光 金田　龍二 小向　勝司 2020.02.08生 78

× ジェイアクア 牝 中止 第１回 18 0.8% 止 8 460 阿部武 小林長 鹿毛 ジェイワン ジェイミント コトノカツマ 北海道帯広市 十勝 小林　長吉 小森　唯永 小森　唯永 2020.03.08生 123

× エンジョイ 牝 中止 第１回 18 0.8% 止 9 460 長澤幸 服部義 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 服部　義幸 新津　良明 中山　一行 2020.03.27生 46

× ニシキエース 牡 中止 第１回 19 0.8% 止 1 480 渡来心 中島敏 青毛 ショーウンリキ ミラクルジョーカ 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 2020.03.29生 209

× サワラシンザン 牡 中止 第１回 19 0.8% 止 2 480 鈴木恵 金山明 芦毛 ユネスコ　ド　テュ２８栄 カネサブラック 北海道日高郡新ひだか町 南北海道金山　明彦 触沢　清 三浦　信一 2020.03.19生 121

× ミスティーブルー 牝 中止 第１回 19 0.8% 止 3 460 中山直 谷あゆ 芦毛 カネサテンリュウ ウイナールビー 優　熔 北海道岩見沢市北村 北央 谷　あゆみ 砂田　孝一 砂田　護 2020.04.19生 295

× ビスターナナ 牝 中止 第１回 19 0.8% 止 7 460 村上章 大友栄 鹿毛 インフィニティー 宝　姫 グレイトショウグン 北海道茅部郡森町 南北海道大友　栄人 高佐　信彦 高佐　信彦 2020.04.19生 228

× メイホウ 牝 中止 第１回 19 0.8% 止 8 460 阿部武 坂本東 芦毛 滴　丸 宝　夢 コトノカツマ 北海道斜里郡小清水町 北見 坂本　東一 林　英明 林　英明 2020.03.20生 299

× エムノアオ 牡 中止 第１回 20 0.8% 止 1 480 渡来心 久田守 青毛 フクノカミカゼ 女王２０１４ カイセイアーチ 北海道北見市 北見 久田　守 細川　貞夫 細川　貞夫 2020.04.17生 41

https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20122509676&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20182506076&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20102507376&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20112509976&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20101503976&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20142505076&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20132503376&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20102509776&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20182501076&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20152506276&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20152505676&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20172503076&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20182505376&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20192503376&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20172502176&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20102508976&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20182501976&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20162501276&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20182504376&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20122504776&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20122501976&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20152507076&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20132509076&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20142501276&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20182504276&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20192507076&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20122506976&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20172505076&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20142500076&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20142508076&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20102505176&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20121504976&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20102507176&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20101504976&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20122501776&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20112503276&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20132505076&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20162500676&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20153506076&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20101502976&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20112509476&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20192504376&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20181509976&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20102501076&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20142502076&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20122503076&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20172504076&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20141504976&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20132506176&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20111508976&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20112500776&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20162507176&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20122506276&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

× ドウナンランタロウ 牡 中止 第１回 20 0.8% 止 2 480 島津新 岩本利 鹿毛 キタノオーロラ 宝永鶴 清　栄 北海道川上郡標茶町 釧路 岩本　利春 佐藤　文明 田山　克廣 2020.05.27生 197

× エレナトップ 牝 中止 第１回 20 0.8% 止 7 460 藤本匠 小林長 青毛 アローファイター ハナグルマ タケタカラ 北海道中川郡本別町 十勝 小林　長吉 樋口　祐馬 新津　初男 2020.04.08生 44

ミハヤ 牝 取消 第１回 1 0.9% 消 8 460 金田利 金田勇 青毛 イサムフジ 美　晴 清　栄 北海道釧路市 釧路 金田　勇 米内　喜代 柬理　義一 2020.04.19生 296

ホクトアイ 牝 取消 第１回 4 0.9% 消 6 460 藤本匠 岩本利 鹿毛 コサカコブラ 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 （株）金福畜産 石岡　務 2020.04.27生 273

エビスクイーン 牝 取消 第１回 6 0.9% 消 9 460 松田道 金山明 鹿毛 キタノドリーマー セブンダイヤ シンリュウザン 北海道空知郡南幌町 北央 金山　明彦 竹内　正昭 新山　正一郎 2020.02.23生 37

コマサンリキ 牡 取消 第１回 14 0.8% 消 8 480 金田利 金田勇 栗毛 スギノハリアー 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 2020.05.19生 103

ブラックノチカラ 牝 取消 第１回 20 0.8% 消 3 460 鈴木恵 小北栄 青毛 カネサブラック ナナノチカラ アキバオーショウ 北海道足寄郡足寄町 十勝 小北　栄一 立川　芳枝 赤麿　秀人 2020.03.25生 242

タカラキングダム 牡 取消 第１回 20 0.8% 消 8 480 金田利 金田勇 鹿毛 キタノオーロラ フジ姫 ランタロー 北海道川上郡標茶町 釧路 金田　勇 佐藤　文明 宝田　浩二 2020.03.26生 177

※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=20152504576&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20172508076&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20132504576&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20162506076&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20112504376&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20192506376&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20162502676&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=20192504876&k_activeCode=1

	印刷用 (能検１)

