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第 1 競走 発走時刻 8:00

R
馬
番

馬名
性
別

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

1 1 リュウミャク 牡 480 村上章 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 　小林　祥晃 2018/3/29 302
1 2 カイセピュアレディ 牝 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
1 3 ホクセイサクラコ 牝 460 鈴木恵 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（株）北西ファ2018/3/9 249
1 4 アアモンドフジ 牡 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
1 5 レインボーセブン 牡 480 藤本匠 松井浩 鹿毛 アーティーハヤテ キタノオリュウ ヒカルセンプー 北海道空知郡南幌町 北央 松井　浩文 竹内　正昭 加藤　康成 2018/3/10 306
1 6 コマサンミノル 牡 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
1 7 ナカゼンダー 牡 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
1 8 シンエイアロー 牝 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
1 9 オニカゲ 牝 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
1 10 キララ 牝 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

第 2 競走 発走時刻 8:20

R
馬
番

馬名
性
別

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

2 1 フレイムクロロ 牡 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
2 2 レイワノダイマオー 牡 480 阿部武 大友栄 栗毛 アーティーハヤテ トップショウ ウンカイ 北海道空知郡南幌町 北央 大友　栄人 竹内　正昭 秋田　忍 2018/3/18 304
2 3 ジェイサイネリア 牝 460 藤野俊 小林勝 青毛 アローファイター 雲龍姫 ウンカイ 北海道十勝郡浦幌町 十勝 小林　勝二 松村　竜幸 小森　唯永 2018/3/16 146
2 4 マドーシヒカル 牝 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 5 フクフジ 牡 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 6 キタノヒカリ 牡 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
2 7 フクフクライデン 牡 480 鈴木恵 林　豊 鹿毛 ダイエイヒーロー 雄　麻 リシリリュウ 北海道釧路市 釧路 林　豊 木村　雄司 田中　猛 2018/4/7 229
2 8 シンエイサクラ 牝 460 西将太 西弘美 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 西　弘美 林　繁徳 上口　詩子 2018/3/24 158
2 9 キラキラヒカル 牝 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 10 カツセンショウ 牝 460 赤塚健 久田守 栗毛 ヒノデレクサス カツテンカヒメ バンゼン 北海道根室市 釧路 久田　守 岩瀬　久郎 岩瀬　秀雄 2018/4/24 67

第 3 競走 発走時刻 8:40

R
馬
番

馬名
性
別

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

3 1 スチールセンショー 牡 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　帯広 　渡邊　悟 2018/4/28 167
3 2 ホウショウ 牡 480 長澤幸 服部義 栗毛 オンリーワン 鳳　律 ラヴリー　ド　レト 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
3 3 ホクトミライ 牝 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
3 4 サツキオー 牡 480 西将太 小林長 鹿毛 忍　錦 明　錦 マコトファイヤー 北海道函館市 南北海小林　長吉 水島　幸美 南　信良 2018/5/5 139
3 5 キリンゴウ 牡 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
3 6 ドウナンゲンタ 牡 480 島津新 岩本利 鹿毛 キタノオーロラ 美　晴 清　栄 北海道釧路市 釧路 岩本　利春 米内　喜代 田山　克廣 2018/4/15 197
3 7 コムフィルリー 牡 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
3 8 コウシローレディ 牝 460 鈴木恵 中島敏 青毛 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 中島　敏博 藤田　千代 （有）竹内産業2018/4/14 121
3 9 レッツゴーリータン 牝 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

https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23121400974&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=23271407874&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=23112409774&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=23132401274&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172409174&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122409474&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23182400374&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=23122400774&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23142406774&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=23192404374&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=23152408674&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23181404974&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=23142400574&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23121404974&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=23142402474&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102406974&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122402274&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102406774&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=23162408474&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23161408974&k_activeCode=1
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第 4 競走 発走時刻 9:00

R
馬
番

馬名
性
別

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

4 1 フジヒメ 牝 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 小林　長吉 斉藤　喜征 齊藤　晴司 2018/4/15 232
4 2 ミツノイチバン 牡 480 阿部武 金田勇 鹿毛 カネサテンリュウ ヨシノマリア ツルマキシンザン 北海道十勝郡浦幌町 十勝 金田　勇 吉仲　竹男 野村　敏文 2018/4/1 275
4 3 ジェイマーサ 牡 480 鈴木恵 山本正 青毛 ミスターセンプー キクタイソン ブラックジョージ 北海道沙流郡日高町 南北海山本　正彦 道垣内　豊 小森　唯永 2018/4/15 150
4 4 シンエイパプリカ 牝 460 渡来心 久田守 栗毛 フナノコーネル 豊富士 エビスホウザン 北海道釧路市 釧路 久田　守 山根　勝幸 上口　詩子 2018/4/7 159
4 5 イワキリリー 牝 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
4 6 キタノユウマ 牡 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
4 7 カネタケドリーム 牡 480 西謙一 平田義 鹿毛 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 平田　義弘 藤田　千代 寺田　敏子 2018/3/25 69
4 8 アルジャンノオー 牡 480 藤野俊 松井浩 芦毛 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 2018/3/24 26
4 9 キタノユウシン 牡 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

第 5 競走 発走時刻 9:20

R
馬
番

馬名
性
別

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

5 1 タナゴコロ 牝 460 島津新 岩本利 鹿毛 タケノヒーロー 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 岩本　利春 （株）金福畜産金田　龍二 2018/3/18 184
5 2 ユウマイチバンボシ 牡 480 西将太 谷あゆ 鹿毛 カネサテンリュウ 華　姫 シンテンリュウ 北海道足寄郡足寄町 十勝 谷　あゆみ 大野　信一 道垣内　誠 2018/5/10 290
5 3 キャロル 牡 480 藤本匠 大友栄 鹿毛 アアモンドヤマト 松　姫 タケノホウシュウ 北海道檜山郡江差町 南北海大友　栄人 沢口　敏夫 高佐　信彦 2018/4/24 95
5 4 サクラクッタ 牝 460 阿部武 小林長 鹿毛 ウンカイ フジノアヤカ タカラセイウン 北海道標津郡標津町 釧路 小林　長吉 加藤　勇 宮田　邦子 2018/3/20 136
5 5 ホクショウカイト 牡 480 松田道 坂本東 芦毛 キタノドリーマー 平　美 鋒　分 北海道足寄郡陸別町 十勝 坂本　東一 村上　昭一 井内　紀子 2018/1/3 243
5 6 キタミヒメ 牝 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
5 7 センゴククィン 牝 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
5 8 ハゴロモブライアン 牡 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
5 9 シンデレラストーリ 牝 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

第 6 競走 発走時刻 9:40

R
馬
番

馬名
性
別

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

6 1 カネモリセイヤ 牡 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
6 2 スギリョウタ 牡 480 西謙一 今井茂 栗毛 コジロウスペシャル シゲコ タカラキング 北海道標津郡中標津町 釧路 今井　茂雅 渡辺　善弘 杉岡　正美 2018/3/18 163
6 3 キタノダンディ 牡 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
6 4 ジェイエリカ 牝 460 藤野俊 金山明 鹿毛 ミタコトナイ ジェイテン トウリュウ 北海道帯広市 十勝 金山　明彦 小森　唯永 小森　唯永 2018/3/7 143
6 5 ネオキングダム 牡 480 阿部武 坂本東 青毛 シベチャタイガー 汽　笛 スターシンザン 北海道釧路市 釧路 坂本　東一 山根　福司 山根　福司 2018/3/15 209
6 6 ジェイアイガー 牡 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
6 7 アルトゥン 牡 480 島津新 松井浩 鹿毛 アアモンドヤマト フェアリークィーン アサヒホウザン 北海道檜山郡江差町 南北海松井　浩文 山田　常雄 高柳　稔 2018/3/21 27
6 8 ウンジョウノキセキ 牡 480 鈴木恵 服部義 鹿毛 キタノイチオク 栄　冠 キクノルーラ 北海道釧路市阿寒町 釧路 服部　義幸 安藤　浩太朗 鈴木　正浩 2018/2/28 44
6 9 ホクトジョー 牝 460 藤本匠 岩本利 栗毛 イサムフジ フジ姫 ランタロー 北海道川上郡標茶町 釧路 岩本　利春 佐藤　文明 石岡　務 2018/3/12 253

https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23381408874&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23152405874&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23112406574&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23192400674&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=23112400474&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102405174&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23161409974&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=23182402374&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23142409174&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132401374&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132405574&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23181408874&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=23142400774&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=23182407574&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23182402174&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23101404974&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172405674&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=23132409374&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23142408674&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23192401474&k_activeCode=1
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第 7 競走 発走時刻 10:00

R
馬
番

馬名
性
別

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

7 1 アッシュプリンセス 牝 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
7 2 アアモンドスター セン470 阿部武 小林長 青毛 ナリタボブサップ タケルユウリン ヒヤマテンリュウ 北海道中川郡豊頃町 十勝 小林　長吉 島崎　幸喜 下内　美繪子 2018/4/5 5
7 3 コウシュハパッポン 牡 480 西将太 松井浩 青毛 フナノコーネル 華　月 清　栄 北海道釧路市 釧路 松井　浩文 山根　勝幸 広瀬　豪 2018/3/16 118
7 4 フレイムキララ 牝 460 西謙一 金田勇 芦毛 ホクトタイガー フレイムフレッシュ クリスタルボーイ 北海道函館市 南北海金田　勇 佐藤　勇 今野　義雄 2018/3/30 240
7 5 ニシキタイショウ 牡 480 鈴木恵 中島敏 栗毛 キタノタイショウ 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 2018/4/15 206
7 6 ツツミナナヒメ 牝 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
7 7 ハナノウンカイヒメ 牝 460 赤塚健 久田守 青毛 ウンカイ 福　松 エビスカチドキ 北海道中川郡池田町 十勝 久田　守 播　静雄 稲谷　義雄 2018/3/8 213
7 8 ジェイウィング 牡 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
7 9 イワキモンジロー 牡 480 長澤幸 小林勝 鹿毛 アアモンドヤワラ オノ姫 オノショウ 北海道久遠郡せたな町 南北海小林　勝二 並川　義輝 蝦名　豊 2018/4/13 37

第 8 競走 発走時刻 10:20

R
馬
番

馬名
性
別

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

8 1 ミソギホマレ 牝 460 阿部武 坂本東 鹿毛 フジカチドキ クシロタスカール タイトルホルダー 北海道阿寒郡鶴居村 釧路 坂本　東一 松井　紀行 松井　紀行 2018/4/17 273
8 2 キョウエイルビー 牝 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
8 3 キンノカゼ 牡 480 村上章 鈴木邦 栗毛 スギノハリアー グレイスパワー アキバオーショウ 北海道帯広市 十勝 鈴木　邦哉 株式会社　帯広 　古川　一志 2018/5/3 101
8 4 アバシリオーカン 牡 480 藤野俊 金田勇 青毛 カネサテンリュウ ミホノレディー ツルマキシンザン 北海道網走市 北見 金田　勇 佐藤　久夫 佐藤　久夫 2018/4/7 23
8 5 アグリタイセツ 牡 480 西謙一 西弘美 鹿毛 コマローレンス 桜　藤 グレイトジャイナー 北海道釧路市音別町 釧路 西　弘美 小野田　喜一 北島　勇祈 2018/5/1 21
8 6 トカチバレ 牝 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
8 7 ラッキーハート 牝 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
8 8 ジェイスター 牡 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
8 9 コウシュハセーラー 牝 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

第 3 競走 発走時刻 8:40

R
馬
番

馬名
性
別

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

9 1 カイセイダイヤ 牝 460 西謙一 西弘美 青毛 タキニシダイヤ カイセイガールズ サロマオーカンオー 北海道紋別郡湧別町 北見 西　弘美 近藤　昇 近藤　昇 2018/3/30 59
9 2 アアモンドランサー 牡 480 長澤幸 小林長 栗毛 キョウエイボーイ 青　竜 クシロミノル 北海道標津郡標津町 釧路 小林　長吉 若杉　昌人 下内　美繪子 2018/3/19 14
9 3 ホッカイタイガー セン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
9 4 ドウナンクイーン 牝 460 鈴木恵 岩本利 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 岩本　利春 （株）金福畜産田山　克廣 2018/4/21 196
9 5 フカガワギュ 牝 460 阿部武 金田勇 栗毛 トカチタカラ ユメキララ ツルマキシンザン 北海道足寄郡陸別町 十勝 金田　勇 大内　実 馬場　勇二 2018/4/20 226
9 6 ホルン 牝 460 島津新 林　豊 鹿毛 メダマ 春　桜 イチイサム 北海道北見市 北見 林　豊 細川　貞夫 細川　貞夫 2018/4/12 260
9 7 コウシュハアクテブ 牡 480 船山蔵 平田義 鹿毛 カゲツカサ 大　翔 阪　浅 北海道白糠郡白糠町 釧路 平田　義弘 滝田　武夫 広瀬　豪 2018/4/11 111
9 8 カイセイプリンセス 牝 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
9 9 メオトバレンティノ 牡 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

https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132402074&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23152401874&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23192407674&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172407274&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102407174&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=23132403074&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=23132409174&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172404474&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=23121405974&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122402874&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172407074&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23142404074&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=23111402974&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=23132401474&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23162409574&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172407674&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23182407374&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23171409974&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23141407974&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23162400074&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=23102409074&k_activeCode=1
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第 10 競走 発走時刻 11:00

R
馬
番

馬名
性
別

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

10 1 ニシキホワイト 牝 460 西将太 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 2018/2/20 207
10 2 リアンドノール 牡 480 西謙一 松井浩 鹿毛 レットダイヤ ヒメチャン ミントヒーロー 北海道常呂郡訓子府町 北見 槻舘　重人 岩渕　寿和 高柳　稔 2018/3/25 297
10 3 ホワイトマンカツ 牝 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
10 4 キタオアシス 牡 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
10 5 ミヤノボルト 牡 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
10 6 ジェイリンドウ 牝 460 村上章 小北栄 栗毛 インフィニティー エリザベスゴールド 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
10 7 アアモンドブラック 牡 480 菊池一 田上忠 青毛 カネサブラック 彩 シンリュウザン 北海道足寄郡足寄町 十勝 小林　長吉 奥泉　圀博 下内　美繪子 2018/2/25 12
10 8 ゴクウ 牡 480 長澤幸 服部義 鹿毛 カネサブラック エンジェリーナ ツルマキシンザン 北海道足寄郡足寄町 十勝 服部　義幸 留田　邦彦 藤原　征士郎 2018/4/1 125
10 9 ジェイゴールド 牡 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

第 11 競走 発走時刻 11:20

R
馬
番

馬名
性
別

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

11 1 カイセキングオー 牡 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
11 2 イワキアローン 牡 480 長澤幸 小林勝 黒鹿毛アアモンドヤワラ 道南宝舟 馴　磁 北海道檜山郡江差町 南北海小林　勝二 山田　雄作 蝦名　豊 2018/4/5 34
11 3 ジェイオリビア 牝 460 松田道 山本正 鹿毛 ミスタートカチ 雲海姫 ウンカイ 北海道中川郡本別町 十勝 山本　正彦 横山　キク子 小森　唯永 2018/3/27 144
11 4 マサタカラ 牡 480 鈴木恵 金田勇 鹿毛 インフィニティー エポナビューティー 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 山口　正行 2018/4/25 262
11 5 ホクセイショウガ 牡 480 西謙一 西弘美 鹿毛 尚　駕 ユセクイン アカギテンリユウ 北海道川上郡弟子屈町 釧路 西　弘美 長谷川　義晃 （株）北西ファ2018/1/5 250
11 6 アアモンドセンプー セン470 西将太 小林長 鹿毛 マルニセンプー サンレイア カゲシュウホー 北海道帯広市 十勝 小林　長吉 株式会社　帯広 　下内　美繪子 2018/1/18 7
11 7 エフノバイブス 牝 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 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
11 8 エーデルシュタイン 牡 480 藤本匠 松井浩 鹿毛 レットダイヤ 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 松井　浩文 大内　実 高柳　稔 2018/4/29 45
11 9 コウシュハタニヤ 牝 460 藤野俊 平田義 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 平田　義弘 尾屋　保博 広瀬　豪 2018/4/21 117

第 12 競走 発走時刻 11:40

R
馬
番

馬名
性
別

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

12 1 ヒロノカイシン セン470 西将太 西弘美 青毛 競　回 日　悦 トウカイシンザン 北海道日高郡新ひだか町南北海西　弘美 木村　正春 西　幸男 2018/3/7 222
12 2 ミタコトアル 牡 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
12 3 カブトシンバ 牡 480 藤本匠 小林長 鹿毛 キタノドリーマー 栄　花 欧　寶 北海道足寄郡陸別町 十勝 小林　長吉 村上　昭一 甲地　留良 2018/1/13 71
12 4 カワノカリーナ 牝 460 西謙一 大河和 鹿毛 ホリセンショウ シマノアリス ナリタボブサップ 北海道夕張郡由仁町 北央 大河原　和雄高橋　幸江 川口　晃司 2018/2/2 73
12 5 キタノオウカ 牝 460 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 中谷　健一 2018/3/15 79
12 6 ファイントップ 牡 480 松田道 坂本東 青毛 シベチャタイガー ホッカイメグミ スターシンザン 北海道釧路市 釧路 坂本　東一 山根　福司 鈴木　隆盛 2018/3/20 223
12 7 ブルーレジーナ 牝 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
12 8 ミミボーイ 牡 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
12 9 コマサンタカラ 牡 480 藤野俊 金田勇 青毛 ウンカイ コマクイン フジエーカン 北海道河西郡芽室町 十勝 金田　勇 加納　詩織 駒井　鉄雄 2018/5/20 128

https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102401174&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23171400974&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=23182404374&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=23101403974&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23152404174&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172407174&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=23152405074&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132403374&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172403374&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23162407374&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23112403174&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23111408974&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23191409874&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23181405874&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23192401774&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23112400374&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=23181409874&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122401774&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132403874&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172409674&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172402374&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=23112407874&k_activeCode=1
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第 13 競走 発走時刻 12:40

R
馬
番

馬名
性
別

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

13 1 コウシュハジョテイ 牝 460 藤本匠 小林勝 栗毛 オンリーワン 鶴栗姫 ツルマキシンザン 北海道釧路市阿寒町 釧路 小林　勝二 尾屋　保博 広瀬　豪 2018/5/18 115
13 2 ジェイマーガレット 牝 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
13 3 ホクショウヒカリ 牝 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
13 4 ロングブラック 牡 480 長澤幸 小林長 青毛 カネサブラック 朝霧二世 アトミックドラゴン 北海道河東郡士幌町 十勝 小林　長吉 和田　智志 遠藤　由香 2018/5/11 310
13 5 チハヤブル 牝 460 鈴木恵 服部義 鹿毛 ナリタボブサップ 真　央 ヒカルセンリュウ 北海道河東郡音更町 十勝 服部　義幸 川端　陽一 菅原　洋充 2018/5/14 186
13 6 ホクセイルビー 牝 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
13 7 カツオクン 牡 480 西謙一 西弘美 鹿毛 タカダヤジェット 宝　姫 ダイヤテンリユウ 北海道十勝郡浦幌町 十勝 西　弘美 北村　節子 小向　勝司 2018/4/28 65
13 8 コウシュハハリアー 牡 480 島津新 松井浩 栗毛 スギノハリアー 青　姫 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 広瀬　豪 2018/3/24 119
13 9 キタミライ 牡 480 藤野俊 金田勇 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 金田　勇 岩渕　寿和 岩渕　文雄 2018/5/4 92

第 14 競走 発走時刻 13:00

R
馬
番

馬名
性
別

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

14 1 マルモゴールド 牡 480 松田道 森芳浩 栗毛 キタノタイショウ マルモフクキタル タケノタイトル 北海道有珠郡壮瞥町 南北海森　芳浩 森　秀夫 森　秀夫 2018/6/3 270
14 2 グレンタイショウ 牡 480 藤本匠 松井浩 鹿毛 キタノタイショウ 利姫光 マツカゼキング 北海道川上郡標茶町 釧路 松井　浩文 大森　安男 高柳　稔 2018/4/15 110
14 3 ハヤブサダイヤ 牡 480 西将太 西康幸 鹿毛 七　郎 玉　桜 ウメノセイウン 北海道中川郡音威子府村北央 西　康幸 中坪　繁 （株）北西ファ2018/3/11 214
14 4 タカラウンリュウ 牡 480 藤野俊 山本正 栗毛 トカチタカラ セブンロマンス シンリュウザン 北海道足寄郡陸別町 十勝 山本　正彦 七戸　光次 （株）青海建設2018/4/27 177
14 5 タカラファントム 牡 480 阿部武 金田勇 鹿毛 イサムフジ あまちゃん キクノルーラ 北海道川上郡標茶町 釧路 金田　勇 板鼻　要一 宝田　浩二 2018/3/31 180
14 6 ヤマノソレイユ 牝 460 鈴木恵 今井茂 青毛 ジャングルソング ヤマノコスモス ヤマノスキー 北海道茅部郡森町 南北海今井　茂雅 中村　光雄 中村　光雄 2018/3/26 288
14 7 ショウワノチカラ 牡 480 長澤幸 小北栄 青毛 ホクショウダイヤ ホクショウクイン ムソウリキ 北海道帯広市 十勝 小北　栄一 小森　唯永 赤麿　秀人 2018/3/14 155
14 8 リュウコ 牝 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
14 9 キタノココロ 牝 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十勝 久田　守 萬　一幸 稲谷　義雄 2018/3/30 81

第 15 競走 発走時刻 13:20

R
馬
番

馬名
性
別

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

15 1 キタノクレオパトラ 牝 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
15 2 プリンセスホクエイ 牝 460 鈴木恵 平田義 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 平田　義弘 松村　竜幸 （株）北栄運輸2018/5/6 236
15 3 アバシリサクラ 牝 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
15 4 ジェイノハル 牝 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
15 5 フェアリーメイ 牝 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
15 6 キャプテンキング 牡 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
15 7 シンエイアンリ 牝 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
15 8 ブギノウギノリ 牡 480 長澤幸 服部義 青毛 アローファイター ゴールドラッシュ ナリタボブサップ 北海道足寄郡足寄町 十勝 服部　義幸 松本　広美 松本　憲治 2018/4/12 227
15 9 キタノナオミ 牝 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

https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102408874&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172405374&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23191403874&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23171408974&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132408474&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=23132403774&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23101400974&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23171405974&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23102407274&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23182407474&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122406474&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23181401974&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23192407474&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23122405274&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23101405974&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=23171406974&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=23142407774&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23132409074&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=23192402374&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=23142408074&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23182405174&k_activeCode=1
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=23172405574&k_activeCode=1
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第 16 競走 発走時刻 13:40

R
馬
番

馬名
性
別

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

16 1 ウルトラモモ 牝 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
16 2 ウチュウジン 牡 480 藤本匠 大河和 鹿毛 ホッカイヒカル アグリダイヤ キタノスサノオ 北海道名寄市 北央 大河原　和雄渡辺　孝 甲角　斎 2018/4/15 42
16 3 クリスタルコウテイ 牡 480 鈴木恵 長部幸 鹿毛 マルニセンプー 吉野寿姫 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 2018/3/25 108
16 4 ライデン 牡 480 長澤幸 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 安藤　和治 2018/2/28 294
16 5 シンエイララ 牝 460 赤塚健 久田守 鹿毛 キングファラオ 初　姫 クリフジ 北海道沙流郡平取町 南北海久田　守 互野　居衣夫 上口　詩子 2018/4/4 160
16 6 ムサシテンボス セン470 藤野俊 金田勇 栗毛 カネサテンリュウ 朝　姫 ツクバニシキ 北海道足寄郡足寄町 十勝 金田　勇 川田　徳延 （有）古閑牧場2018/5/7 283
16 7 シュトラール 牡 480 西将太 松井浩 鹿毛 レットダイヤ 美　鈴 ホワイトマル 北海道常呂郡訓子府町 北見 槻舘　重人 岩渕　寿和 高柳　稔 2018/4/1 152
16 8 ヒビキ 牡 480 村上章 小林勝 鹿毛 コジロウスペシャル 茜 カゲキリン 北海道標津郡中標津町 釧路 小林　勝二 渡辺　善弘 中島　雅也 2018/4/3 220
16 9 エルウィッシュ 牝 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
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17 1 タカラシンザン 牡 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
17 2 フェアリーマイ 牝 460 長澤幸 岩本利 鹿毛 ライデンロック タカラロイヤル ウンカイ 北海道川上郡弟子屈町 釧路 岩本　利春 藤田　千代 日野　貴 2018/2/27 224
17 3 コウシュハエンゼル 牝 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
17 4 メオトデスティーノ 牡 480 西将太 西康幸 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　康幸 竹久　克明 杉沢　勝治 2018/4/8 284
17 5 ニュクス 牝 460 島津新 松井浩 鹿毛 レットダイヤ メチャンコヒメ ユミタロウ 北海道常呂郡訓子府町 北見 松井　浩文 岩渕　寿和 高柳　稔 2018/3/17 208
17 6 コウシュハグラマー 牝 460 藤本匠 小林長 鹿毛 ミタコトナイ 久　姫 シマノカチクリ 北海道帯広市 十勝 小林　長吉 小森　唯永 広瀬　豪 2018/3/30 114
17 7 ヒカルファンタジー 牝 460 藤野俊 平田義 栗毛 ホッカイヒカル ユーファンタジー ヤマノカイリキ 北海道虻田郡ニセコ町 南北海平田　義弘 堀　忠一 堀　忠一 2018/3/29 216
17 8 ピッコロステラ 牡 480 阿部武 坂本東 鹿毛 シベチャタイガー 星　寿 スターシンザン 北海道釧路市 釧路 坂本　東一 山根　福司 中川　欣三 2018/3/23 219
17 9 スズハナ 牝 460 西謙一 西弘美 栗毛 ライトアーム 光美鈴 ヒカルセイコウ 北海道川上郡弟子屈町 釧路 西　弘美 長谷川　義晃 長谷川　義晃 2018/3/9 165
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18 1 レッツゴーマークン 牡 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
18 2 イナサンブラック 牡 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十勝 久田　守 萬　一幸 稲谷　義雄 2018/4/13 31
18 3 オオネガイクィーン 牝 460 西将太 谷あゆ 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 谷　あゆみ 島崎　幸喜 大内　基晴 2018/4/19 54
18 4 マルモタイショウ 牡 480 松田道 森芳浩 鹿毛 キタノタイショウ 姫　桜 カネミリュウ 北海道有珠郡壮瞥町 南北海森　芳浩 森　秀夫 森　秀夫 2018/5/13 271
18 5 オーノチカラ 牡 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
18 6 キタノショウグン 牡 480 鈴木恵 服部義 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 服部　義幸 村上　昭一 木下　英三 2018/1/25 82
18 7 プリンセスユズ 牝 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
18 8 キャラメルミルク 牝 460 渡来心 坂本東 鹿毛 ナリタボブサップ アカリチャン オホーツクブルー 北海道河西郡芽室町 十勝 坂本　東一 竹澤　一彦 竹澤　一彦 2018/6/3 94
18 9 フジノジュエリー 牝 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
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