
函館

函館1  芝1200m  未勝利
馬番 馬名 歳 馬番推移 乗替 騎手 騎手替 斤量 斤量差 距離差 トラック替 種牡馬

1  ソルトテラス 牡2 5 ⇒ 1 池添謙一 池添謙一 ⇒ 池添謙一 54 ⇒ 54 0 200 芝 ⇒ 芝 キンシャサノキセキ

2  シホノキラメキ 牝2 4 ⇒ 2 浜中俊 浜中俊 ⇒ 浜中俊 54 ⇒ 54 0 0 芝 ⇒ 芝 タートルボウル

3  ヤマノグラップル 牡2 1 ⇒ 3 替 横山武史 蛯名正義 ⇒ 横山武史 54 ⇒ 51 -3 0 芝 ⇒ 芝 ワークフォース

4  クローバーレッド 牝2 5 ⇒ 4 城戸義政 城戸義政 ⇒ 城戸義政 53 ⇒ 53 0 0 芝 ⇒ 芝 カンパニー

5  アーコサンティ 牝2 5 ⇒ 5 井上敏樹 井上敏樹 ⇒ 井上敏樹 52 ⇒ 53 1 0 芝 ⇒ 芝 キングヘイロー

6  マウロカズマ 牡2 11 ⇒ 6 替 岩田康誠 ルメール ⇒ 岩田康誠 54 ⇒ 54 0 0 芝 ⇒ 芝 キングカメハメハ

7  オモウツボ 牝2 11 ⇒ 7 柴山雄一 柴山雄一 ⇒ 柴山雄一 54 ⇒ 54 0 0 芝 ⇒ 芝 サムライハート

8  ニシノオトコマサリ 牝2 1 ⇒ 8 替 勝浦正樹 吉田隼人 ⇒ 勝浦正樹 54 ⇒ 54 0 0 芝 ⇒ 芝 リーチザクラウン

9  フジワンタイフーン 牡2 6 ⇒ 9 松岡正海 松岡正海 ⇒ 松岡正海 54 ⇒ 54 0 0 芝 ⇒ 芝 ヨハネスブルグ

10  ドナカデンツァ 牝2 7 ⇒ 10 木幡初也 木幡初也 ⇒ 木幡初也 53 ⇒ 53 0 0 芝 ⇒ 芝 ルーラーシップ

11  ツクバクロオー 牡2 1 ⇒ 11 丸山元気 丸山元気 ⇒ 丸山元気 54 ⇒ 54 0 200 芝 ⇒ 芝 ロージズインメイ

函館2  ダ1000m  未勝利
馬番 馬名 歳 馬番推移 乗替 騎手 騎手替 斤量 斤量差 距離差 トラック替 種牡馬

1  パイオニアワーク 牡3 3 ⇒ 1 替 ルメール 菱田裕二 ⇒ ルメール 56 ⇒ 56 0 0 ダ ⇒ ダ スマートファルコン

2  デルマキミノナハ 牝3 9 ⇒ 2 木幡初也 木幡初也 ⇒ 木幡初也 52 ⇒ 53 1 -150 ダ ⇒ ダ ミリオンディスク

3  タイセイブリット 牡3 3 ⇒ 3 勝浦正樹 勝浦正樹 ⇒ 勝浦正樹 56 ⇒ 56 0 0 ダ ⇒ ダ メイショウボーラー

4  ギャラクシーキング 牡3 10 ⇒ 4 替 小崎綾也 横山武史 ⇒ 小崎綾也 53 ⇒ 55 2 0 ダ ⇒ ダ キャプテントゥーレ

5  ユメノカガヤキ 牝3 1 ⇒ 5 横山武史 横山武史 ⇒ 横山武史 51 ⇒ 51 0 0 ダ ⇒ ダ タートルボウル

6  キャッチヒストリー 牡3 4 ⇒ 6 替 松岡正海 内田博幸 ⇒ 松岡正海 56 ⇒ 56 0 -600 ダ ⇒ ダ アーネストリー

7  ビバジャンティ 牝3 13 ⇒ 7 替 古川吉洋 杉原誠人 ⇒ 古川吉洋 54 ⇒ 54 0 -400 ダ ⇒ ダ クロフネ

8  オシノイッテ 牡3 8 ⇒ 8 替 吉田隼人 木幡初也 ⇒ 吉田隼人 55 ⇒ 56 1 0 ダ ⇒ ダ フサイチリシャール

9  トモノセンス 牡3 13 ⇒ 9 替 国分恭介 和田竜二 ⇒ 国分恭介 56 ⇒ 56 0 -400 ダ ⇒ ダ ストリートセンス

10  メイショウクジャク 牝3 12 ⇒ 10 蛯名正義 蛯名正義 ⇒ 蛯名正義 54 ⇒ 54 0 0 ダ ⇒ ダ サウスヴィグラス

11 *サンシャワー 牝3 11 ⇒ 11 坂井瑠星 坂井瑠星 ⇒ 坂井瑠星 53 ⇒ 53 0 0 ダ ⇒ ダ Candy Ride

12  トーホウレジーナ 牝3 3 ⇒ 12 替 岩田康誠 鮫島克駿 ⇒ 岩田康誠 53 ⇒ 54 1 -600 芝 ⇒ ダ キングズベスト

函館3  ダ1700m  未勝利
馬番 馬名 歳 馬番推移 乗替 騎手 騎手替 斤量 斤量差 距離差 トラック替 種牡馬

1  ミラドール 牝3 4 ⇒ 1 替 木幡初也 吉田隼人 ⇒ 木幡初也 54 ⇒ 53 -1 500 芝 ⇒ ダ ブラックタイド

2  タイキリアリティ 牡3 6 ⇒ 2 国分恭介 国分恭介 ⇒ 国分恭介 56 ⇒ 56 0 0 ダ ⇒ ダ パイロ

3  デルマタビダチ 牝3 4 ⇒ 3 替 蛯名正義 勝浦正樹 ⇒ 蛯名正義 54 ⇒ 54 0 -300 芝 ⇒ ダ キングカメハメハ

4  スリーサンウェイ 牝3 10 ⇒ 4 小林徹弥 小林徹弥 ⇒ 小林徹弥 54 ⇒ 54 0 0 ダ ⇒ ダ スズカコーズウェイ

5  リリーモントルー 牡3 3 ⇒ 5 池添謙一 池添謙一 ⇒ 池添謙一 56 ⇒ 56 0 0 ダ ⇒ ダ ディープブリランテ

6  ラインアストロ 牝3 5 ⇒ 6 勝浦正樹 勝浦正樹 ⇒ 勝浦正樹 54 ⇒ 54 0 0 ダ ⇒ ダ ブラックタイド

7  グリッタードリーム 牝3 6 ⇒ 7 替 横山武史 木幡初也 ⇒ 横山武史 53 ⇒ 51 -2 700 ダ ⇒ ダ ディープブリランテ

8  テーオーメーテル 牝3 3 ⇒ 8 替 藤岡佑介 藤岡康太 ⇒ 藤岡佑介 54 ⇒ 54 0 500 芝 ⇒ ダ ゴールドアリュール

9  コーリンマカロン 牝3 10 ⇒ 9 横山和生 横山和生 ⇒ 横山和生 54 ⇒ 54 0 700 ダ ⇒ ダ ゴールドアリュール

10  エンターティナー 牡3 16 ⇒ 10 替 藤岡康太 石川裕紀 ⇒ 藤岡康太 56 ⇒ 56 0 100 ダ ⇒ ダ ヴィクトワールピサ

11  シンゼンムサシ 牡3 13 ⇒ 11 四位洋文 四位洋文 ⇒ 四位洋文 56 ⇒ 56 0 0 ダ ⇒ ダ シニスターミニスター

12  メイショウタンヅツ 牡3 11 ⇒ 12 小崎綾也 小崎綾也 ⇒ 小崎綾也 55 ⇒ 55 0 0 ダ ⇒ ダ メイショウボーラー

13  ショウナンアルマー 牝3 9 ⇒ 13 替 北村友一 松岡正海 ⇒ 北村友一 54 ⇒ 54 0 500 芝 ⇒ ダ ダイワメジャー

函館4  芝1200m  未勝利・牝
馬番 馬名 歳 馬番推移 乗替 騎手 騎手替 斤量 斤量差 距離差 トラック替 種牡馬

1  ブラウンローズ 牝3 7 ⇒ 1 勝浦正樹 勝浦正樹 ⇒ 勝浦正樹 54 ⇒ 54 0 0 芝 ⇒ 芝 キンシャサノキセキ

2  サラデコラシオン 牝3 1 ⇒ 2 池添謙一 池添謙一 ⇒ 池添謙一 54 ⇒ 54 0 0 芝 ⇒ 芝 タニノギムレット

3  マイアミトロピカル 牝3 9 ⇒ 3 替 丸山元気 城戸義政 ⇒ 丸山元気 51 ⇒ 54 3 0 芝 ⇒ 芝 ディープブリランテ

4  クイーンレガシー 牝3 1 ⇒ 4 替 横山和生 木幡初也 ⇒ 横山和生 53 ⇒ 54 1 -600 芝 ⇒ 芝 キングズベスト

5  クリスプウインド 牝3 5 ⇒ 5 城戸義政 城戸義政 ⇒ 城戸義政 52 ⇒ 53 1 0 芝 ⇒ 芝 ハーツクライ

6  ペイシャゲラン 牝3 11 ⇒ 6 替 吉田豊 西田雄一 ⇒ 吉田豊 54 ⇒ 54 0 -200 ダ ⇒ 芝 ダノンシャンティ

7  パルクリール 牝3 4 ⇒ 7 丹内祐次 丹内祐次 ⇒ 丹内祐次 54 ⇒ 54 0 200 ダ ⇒ 芝 ダノンシャンティ

8  アスティル 牝3 14 ⇒ 8 替 ルメール 川田将雅 ⇒ ルメール 54 ⇒ 54 0 -200 ダ ⇒ 芝 ステイゴールド

9  ユトリチャン 牝3 1 ⇒ 9 横山武史 横山武史 ⇒ 横山武史 51 ⇒ 51 0 0 芝 ⇒ 芝 メイショウボーラー

10  パッションチカ 牝3 11 ⇒ 10 国分恭介 国分恭介 ⇒ 国分恭介 54 ⇒ 54 0 0 芝 ⇒ 芝 ナカヤマフェスタ

11  クィーンアリス 牝3 6 ⇒ 11 木幡初也 木幡初也 ⇒ 木幡初也 53 ⇒ 53 0 -600 芝 ⇒ 芝 ディープブリランテ

12  ダーリンガール 牝3 14 ⇒ 12 鮫島克駿 鮫島克駿 ⇒ 鮫島克駿 53 ⇒ 53 0 0 芝 ⇒ 芝 ファルブラヴ

13  サンレイハリケーン 牝3 6 ⇒ 13 松岡正海 松岡正海 ⇒ 松岡正海 54 ⇒ 54 0 200 ダ ⇒ 芝 パイロ

14  ピエナトビーズ 牝3 10 ⇒ 14 藤岡康太 藤岡康太 ⇒ 藤岡康太 54 ⇒ 54 0 -800 芝 ⇒ 芝 トビーズコーナー

15  パールズベスト 牝3 7 ⇒ 15 岩田康誠 岩田康誠 ⇒ 岩田康誠 54 ⇒ 54 0 0 芝 ⇒ 芝 キングズベスト

16  サンマルペンダント 牝3 15 ⇒ 16 竹之下智 竹之下智 ⇒ 竹之下智 54 ⇒ 54 0 0 芝 ⇒ 芝 トビーズコーナー



函館6  芝2000m  未勝利
馬番 馬名 歳 馬番推移 乗替 騎手 騎手替 斤量 斤量差 距離差 トラック替 種牡馬

1  サーカムスタンス 牡3 1 ⇒ 1 替 藤岡佑介 鮫島克駿 ⇒ 藤岡佑介 55 ⇒ 56 1 200 芝 ⇒ 芝 ハービンジャー

2  ブライトクォーツ 牡3 9 ⇒ 2 蛯名正義 蛯名正義 ⇒ 蛯名正義 56 ⇒ 56 0 -600 芝 ⇒ 芝 ワークフォース

3  レッドラフィーネ 牝3 11 ⇒ 3 藤岡康太 藤岡康太 ⇒ 藤岡康太 54 ⇒ 54 0 -600 芝 ⇒ 芝 ハービンジャー

4  ナンヨーウラヌス 牡3 9 ⇒ 4 勝浦正樹 勝浦正樹 ⇒ 勝浦正樹 56 ⇒ 56 0 200 芝 ⇒ 芝 タニノギムレット

5  モーヴ 牝3 15 ⇒ 5 岩田康誠 岩田康誠 ⇒ 岩田康誠 54 ⇒ 54 0 200 芝 ⇒ 芝 シンボリクリスエス

6  ヒミノブリランテ 牡3 11 ⇒ 6 替 国分恭介 中谷雄太 ⇒ 国分恭介 56 ⇒ 56 0 400 芝 ⇒ 芝 ディープブリランテ

7  シンデン 牡3 7 ⇒ 7 木幡初広 木幡初広 ⇒ 木幡初広 56 ⇒ 56 0 0 芝 ⇒ 芝 コンデュイット

8  クリップスプリンガ 牡3 14 ⇒ 8 替 横山和生 田中勝春 ⇒ 横山和生 56 ⇒ 56 0 200 芝 ⇒ 芝 キングヘイロー

9  アドマイヤアルパマ 牝3 6 ⇒ 9 替 池添謙一 松山弘平 ⇒ 池添謙一 54 ⇒ 54 0 400 芝 ⇒ 芝 ステイゴールド

10  リフトトゥヘヴン 牡3 15 ⇒ 10 替 ルメール Ｍ．デム ⇒ ルメール 56 ⇒ 56 0 0 芝 ⇒ 芝 ホワイトマズル

11  ノルナゲスト 牡3 10 ⇒ 11 坂井瑠星 坂井瑠星 ⇒ 坂井瑠星 55 ⇒ 55 0 0 芝 ⇒ 芝 ハービンジャー

12  イージーライド 牡3 9 ⇒ 12 替 北村友一 太宰啓介 ⇒ 北村友一 56 ⇒ 56 0 -200 芝 ⇒ 芝 ブラックタイド

13  リンネルクロス 牝3 9 ⇒ 13 井上敏樹 井上敏樹 ⇒ 井上敏樹 52 ⇒ 53 1 0 芝 ⇒ 芝 キングヘイロー

14  サンピッツバーグ 牝3 8 ⇒ 14 中井裕二 中井裕二 ⇒ 中井裕二 54 ⇒ 54 0 0 芝 ⇒ 芝 ストーミングホーム

15  メイプルストロング 牡3 3 ⇒ 15 柴山雄一 柴山雄一 ⇒ 柴山雄一 56 ⇒ 56 0 0 芝 ⇒ 芝 カンパニー

16  コスモメイプル 牡3 4 ⇒ 16 丹内祐次 丹内祐次 ⇒ 丹内祐次 56 ⇒ 56 0 200 芝 ⇒ 芝 フォーティナイナーズサン

函館7  ダ1000m  500万下
馬番 馬名 歳 馬番推移 乗替 騎手 騎手替 斤量 斤量差 距離差 トラック替 種牡馬

1  ボストンビリーヴ 牝7 9 ⇒ 1 坂井瑠星 坂井瑠星 ⇒ 坂井瑠星 54 ⇒ 54 0 0 ダ ⇒ ダ アグネスタキオン

2  ユキノマルガリータ 牝7 7 ⇒ 2 横山武史 横山武史 ⇒ 横山武史 52 ⇒ 52 0 0 ダ ⇒ ダ スズカマンボ

3  エピューレ 牝3 7 ⇒ 3 替 岩田康誠 坂井瑠星 ⇒ 岩田康誠 53 ⇒ 52 -1 0 ダ ⇒ ダ ゴールドアリュール

4  ゼセル 牡3 8 ⇒ 4 浜中俊 浜中俊 ⇒ 浜中俊 54 ⇒ 54 0 0 ダ ⇒ ダ ダイワメジャー

5  サノノショウグン 牡3 12 ⇒ 5 木幡初也 木幡初也 ⇒ 木幡初也 53 ⇒ 53 0 0 ダ ⇒ ダ サウスヴィグラス

6  セイウンアワード 牡5 1 ⇒ 6 勝浦正樹 勝浦正樹 ⇒ 勝浦正樹 57 ⇒ 57 0 0 ダ ⇒ ダ キングヘイロー

7  カシノキングダム 牡5 12 ⇒ 7 替 井上敏樹 二本柳壮 ⇒ 井上敏樹 57 ⇒ 56 -1 -600 ダ ⇒ ダ サウスヴィグラス

8  メランコリア 牝5 12 ⇒ 8 替 松岡正海 蛯名正義 ⇒ 松岡正海 55 ⇒ 55 0 -600 ダ ⇒ ダ プリサイスエンド

9  レーヴドミカ 牝4 3 ⇒ 9 藤岡佑介 藤岡佑介 ⇒ 藤岡佑介 55 ⇒ 55 0 -400 ダ ⇒ ダ ドリームジャーニー

10  ラブオールミー 牝4 6 ⇒ 10 替 小林徹弥 武士沢友 ⇒ 小林徹弥 55 ⇒ 55 0 -300 ダ ⇒ ダ メイショウボーラー

11  ハイデンガールズ 牝4 5 ⇒ 11 丸山元気 丸山元気 ⇒ 丸山元気 55 ⇒ 55 0 0 ダ ⇒ ダ サウスヴィグラス

12  アースヴィグラス 牝3 7 ⇒ 12 蛯名正義 蛯名正義 ⇒ 蛯名正義 52 ⇒ 52 0 0 ダ ⇒ ダ サウスヴィグラス

函館8  ダ1700m  500万下
馬番 馬名 歳 馬番推移 乗替 騎手 騎手替 斤量 斤量差 距離差 トラック替 種牡馬

1  シンコーマーチャン 牡3 10 ⇒ 1 丸山元気 丸山元気 ⇒ 丸山元気 54 ⇒ 54 0 100 ダ ⇒ ダ キングヘイロー

2  ケルンウィナー 牡6 6 ⇒ 2 武豊 武豊 ⇒ 武豊 57 ⇒ 57 0 0 ダ ⇒ ダ フォーティナイナーズサン

3  ハナズウェポン 牡6 1 ⇒ 3 横山武史 横山武史 ⇒ 横山武史 54 ⇒ 54 0 0 ダ ⇒ ダ オレハマッテルゼ

4  タイキオールブルー 牡5 13 ⇒ 4 替 国分恭介 岩崎翼 ⇒ 国分恭介 56 ⇒ 57 1 -100 ダ ⇒ ダ サウスヴィグラス

5  マエストロ セ4 3 ⇒ 5 小崎綾也 小崎綾也 ⇒ 小崎綾也 56 ⇒ 56 0 0 ダ ⇒ ダ アドマイヤムーン

6  タイキダイヤモンド 牡3 14 ⇒ 6 井上敏樹 井上敏樹 ⇒ 井上敏樹 52 ⇒ 53 1 0 ダ ⇒ ダ ヴァーミリアン

7  メイショウイッポン 牡3 5 ⇒ 7 藤岡康太 藤岡康太 ⇒ 藤岡康太 54 ⇒ 54 0 0 ダ ⇒ ダ メイショウサムソン

8  レオイノセント 牡4 12 ⇒ 8 替 四位洋文 木幡巧也 ⇒ 四位洋文 56 ⇒ 57 1 0 ダ ⇒ ダ スクリーンヒーロー

9  トウケイワラウカド 牡4 1 ⇒ 9 北村友一 北村友一 ⇒ 北村友一 57 ⇒ 57 0 0 ダ ⇒ ダ ゴールドヘイロー

10  スズカガルチ 牡3 7 ⇒ 10 城戸義政 城戸義政 ⇒ 城戸義政 55 ⇒ 53 -2 0 ダ ⇒ ダ アイルハヴアナザー

11  サトノプライム 牡3 13 ⇒ 11 替 古川吉洋 福永祐一 ⇒ 古川吉洋 54 ⇒ 54 0 -100 ダ ⇒ ダ ストリートセンス

12  ドラゴンイモン 牡4 7 ⇒ 12 木幡初也 木幡初也 ⇒ 木幡初也 56 ⇒ 56 0 0 ダ ⇒ ダ ダンスインザダーク

函館9  芝1200m  下北半島500
馬番 馬名 歳 馬番推移 乗替 騎手 騎手替 斤量 斤量差 距離差 トラック替 種牡馬

1  サクラヴィオーラ 牝6 11 ⇒ 1 勝浦正樹 勝浦正樹 ⇒ 勝浦正樹 55 ⇒ 55 0 0 芝 ⇒ 芝 グラスワンダー

2  フレンチイデアル 牡4 9 ⇒ 2 藤岡佑介 藤岡佑介 ⇒ 藤岡佑介 57 ⇒ 57 0 0 芝 ⇒ 芝 キンシャサノキセキ

3  ポップシンガー 牝3 2 ⇒ 3 丹内祐次 丹内祐次 ⇒ 丹内祐次 52 ⇒ 52 0 0 芝 ⇒ 芝 スマートファルコン

4 シラーグランツ 牝4 4 ⇒ 4 替 柴山雄一 丹内祐次 ⇒ 柴山雄一 55 ⇒ 55 0 0 芝 ⇒ 芝 Lonhro

5  サフランハート 牡4 3 ⇒ 5 替 松岡正海 武豊 ⇒ 松岡正海 57 ⇒ 57 0 -200 芝 ⇒ 芝 アドマイヤオーラ

6  ケルベロス 牡4 1 ⇒ 6 替 吉田隼人 横山武史 ⇒ 吉田隼人 54 ⇒ 57 3 0 芝 ⇒ 芝 ディープインパクト

7  ペイシャマリヤ 牝4 6 ⇒ 7 替 黛弘人 大野拓弥 ⇒ 黛弘人 55 ⇒ 55 0 -400 芝 ⇒ 芝 タイキシャトル



函館10  ダ1700m  渡島特別1000
馬番 馬名 歳 馬番推移 乗替 騎手 騎手替 斤量 斤量差 距離差 トラック替 種牡馬

1  メイショウバッハ 牡4 2 ⇒ 1 替 吉田隼人 藤岡康太 ⇒ 吉田隼人 57 ⇒ 57 0 0 ダ ⇒ ダ メイショウボーラー

2  アオイオンリーワン 牡5 2 ⇒ 2 替 木幡初也 古川吉洋 ⇒ 木幡初也 54 ⇒ 57 3 0 ダ ⇒ ダ ネオユニヴァース

3  レンイングランド 牡5 4 ⇒ 3 替 坂井瑠星 酒井学 ⇒ 坂井瑠星 57 ⇒ 57 0 300 ダ ⇒ ダ クロフネ

4  メイショウホウトウ 牡6 8 ⇒ 4 古川吉洋 古川吉洋 ⇒ 古川吉洋 57 ⇒ 57 0 0 ダ ⇒ ダ スズカマンボ

5  エクストラペトル 牝5 15 ⇒ 5 替 吉田豊 吉田隼人 ⇒ 吉田豊 55 ⇒ 55 0 500 芝 ⇒ ダ キングカメハメハ

6  カレンジラソーレ 牡4 4 ⇒ 6 藤岡康太 藤岡康太 ⇒ 藤岡康太 57 ⇒ 57 0 0 ダ ⇒ ダ ゴールドアリュール

7  アルティマウェポン 牝4 4 ⇒ 7 藤岡佑介 藤岡佑介 ⇒ 藤岡佑介 55 ⇒ 55 0 0 ダ ⇒ ダ ヨハネスブルグ

8  テイエムコンドル 牡6 6 ⇒ 8 丸山元気 丸山元気 ⇒ 丸山元気 54 ⇒ 57 3 0 ダ ⇒ ダ テイエムオペラオー

9  カンデラ 牝5 8 ⇒ 9 替 ルメール 岩田康誠 ⇒ ルメール 53 ⇒ 55 2 0 ダ ⇒ ダ ダイワメジャー

10  ワイドリーザワン 牡5 6 ⇒ 10 替 横山和生 北村宏司 ⇒ 横山和生 54 ⇒ 57 3 0 ダ ⇒ ダ キングカメハメハ

11  エビスグレイト セ7 7 ⇒ 11 替 中井裕二 菱田裕二 ⇒ 中井裕二 57 ⇒ 57 0 700 ダ ⇒ ダ ハーツクライ

12  ペイシャゴンジセ 牡6 10 ⇒ 12 鮫島克駿 鮫島克駿 ⇒ 鮫島克駿 53 ⇒ 57 4 0 ダ ⇒ ダ ストーミングホーム

13  ショートストーリー 牡4 5 ⇒ 13 岩田康誠 岩田康誠 ⇒ 岩田康誠 57 ⇒ 57 0 0 ダ ⇒ ダ アドマイヤムーン

函館11  芝2000m  函館館記念ＨG3
馬番 馬名 歳 馬番推移 乗替 騎手 騎手替 斤量 斤量差 距離差 トラック替 種牡馬

1  サトノアレス 牡3 6 ⇒ 1 ルメール ルメール ⇒ ルメール 54 ⇒ 54 0 200 芝 ⇒ 芝 ディープインパクト

2  ダンツプリウス 牡4 2 ⇒ 2 丸山元気 丸山元気 ⇒ 丸山元気 56 ⇒ 56 0 200 芝 ⇒ 芝 ブライアンズタイム

3  ナリタハリケーン 牡8 4 ⇒ 3 藤岡康太 藤岡康太 ⇒ 藤岡康太 56 ⇒ 54 -2 200 芝 ⇒ 芝 キングカメハメハ

4  ケイティープライド 牡7 11 ⇒ 4 鮫島克駿 鮫島克駿 ⇒ 鮫島克駿 52 ⇒ 52 0 0 芝 ⇒ 芝 ディープインパクト

5  レッドソロモン 牡5 7 ⇒ 5 岩田康誠 岩田康誠 ⇒ 岩田康誠 56 ⇒ 56 0 0 芝 ⇒ 芝 メイショウサムソン

6  アングライフェン 牡5 7 ⇒ 6 替 北村友一 岩田康誠 ⇒ 北村友一 56 ⇒ 55 -1 200 芝 ⇒ 芝 ステイゴールド

7  マイネルミラノ 牡7 1 ⇒ 7 丹内祐次 丹内祐次 ⇒ 丹内祐次 58 ⇒ 58 0 200 芝 ⇒ 芝 ステイゴールド

8  カムフィー 牡8 5 ⇒ 8 替 勝浦正樹 吉田隼人 ⇒ 勝浦正樹 56 ⇒ 54 -2 200 芝 ⇒ 芝 ダンスインザダーク

9  スーパームーン 牡8 3 ⇒ 9 替 四位洋文 蛯名正義 ⇒ 四位洋文 57 ⇒ 55 -2 200 芝 ⇒ 芝 ブライアンズタイム

10  ステイインシアトル 牡6 9 ⇒ 10 武豊 武豊 ⇒ 武豊 56 ⇒ 57 1 0 芝 ⇒ 芝 ステイゴールド

11  ツクバアズマオー 牡6 14 ⇒ 11 吉田豊 吉田豊 ⇒ 吉田豊 56 ⇒ 57 1 -500 芝 ⇒ 芝 ステイゴールド

12  ルミナスウォリアー 牡6 4 ⇒ 12 柴山雄一 柴山雄一 ⇒ 柴山雄一 56 ⇒ 55 -1 0 芝 ⇒ 芝 メイショウサムソン

13  パリカラノテガミ 牡6 5 ⇒ 13 替 松岡正海 木幡巧也 ⇒ 松岡正海 53 ⇒ 53 0 0 芝 ⇒ 芝 ジャングルポケット

14  タマモベストプレイ 牡7 8 ⇒ 14 吉田隼人 吉田隼人 ⇒ 吉田隼人 58 ⇒ 56.5 -1.5 -1200 芝 ⇒ 芝 フジキセキ

15  ヤマカツライデン 牡5 17 ⇒ 15 替 池添謙一 松山弘平 ⇒ 池添謙一 58 ⇒ 55 -3 -1200 芝 ⇒ 芝 シンボリクリスエス

16  サクラアンプルール 牡6 6 ⇒ 16 替 蛯名正義 横山典弘 ⇒ 蛯名正義 57 ⇒ 56 -1 0 芝 ⇒ 芝 キングカメハメハ

函館12  芝2600m  北海Ｈ1000
馬番 馬名 歳 馬番推移 乗替 騎手 騎手替 斤量 斤量差 距離差 トラック替 種牡馬

1  スズカヴァンガード セ6 9 ⇒ 1 古川吉洋 古川吉洋 ⇒ 古川吉洋 57 ⇒ 55 -2 600 芝 ⇒ 芝 スズカフェニックス

2  クラシックエース セ5 10 ⇒ 2 替 吉田隼人 柴山雄一 ⇒ 吉田隼人 57 ⇒ 55 -2 0 芝 ⇒ 芝 ハービンジャー

3  メイショウガーデン 牝4 1 ⇒ 3 国分恭介 国分恭介 ⇒ 国分恭介 55 ⇒ 53 -2 0 芝 ⇒ 芝 マンハッタンカフェ

4  ランドオザリール 牡6 5 ⇒ 4 替 北村友一 浜中俊 ⇒ 北村友一 54 ⇒ 54 0 800 芝 ⇒ 芝 ゼンノロブロイ

5  アグリッパーバイオ 牡6 3 ⇒ 5 替 武豊 内田博幸 ⇒ 武豊 56 ⇒ 56 0 200 芝 ⇒ 芝 チチカステナンゴ

6  ラディウス 牡6 1 ⇒ 6 浜中俊 浜中俊 ⇒ 浜中俊 57 ⇒ 56 -1 600 芝 ⇒ 芝 マンハッタンカフェ

7  タケルラムセス 牡5 11 ⇒ 7 勝浦正樹 勝浦正樹 ⇒ 勝浦正樹 54 ⇒ 54 0 800 芝 ⇒ 芝 キングカメハメハ

8  フィールドシャルム 牡4 5 ⇒ 8 替 岩田康誠 吉田隼人 ⇒ 岩田康誠 57 ⇒ 55 -2 800 芝 ⇒ 芝 アドマイヤムーン

9  シークレットパス 牡6 3 ⇒ 9 丹内祐次 丹内祐次 ⇒ 丹内祐次 57 ⇒ 54 -3 600 芝 ⇒ 芝 コンデュイット

10  レイトライザー 牡7 1 ⇒ 10 替 藤岡康太 川須栄彦 ⇒ 藤岡康太 54 ⇒ 54 0 400 芝 ⇒ 芝 ストーミングホーム

11  ギブアンドテイク セ6 15 ⇒ 11 松岡正海 松岡正海 ⇒ 松岡正海 53 ⇒ 53 0 800 芝 ⇒ 芝 ステイゴールド

12  ピュアソルジャー 牡7 2 ⇒ 12 横山和生 横山和生 ⇒ 横山和生 52 ⇒ 52 0 800 芝 ⇒ 芝 ジャングルポケット



福島
福島1  芝1200m  未勝利*
馬番 馬名 歳 馬番推移 乗替 騎手 騎手替 斤量 斤量差 距離差 トラック替 種牡馬

1  ビッグジュジュ 牝2 11 ⇒ 1 替 野中悠太 横山典弘 ⇒ 野中悠太 54 ⇒ 51 -3 0 芝 ⇒ 芝 ヘニーヒューズ

2  カガスター 牡2 11 ⇒ 2 戸崎圭太 戸崎圭太 ⇒ 戸崎圭太 54 ⇒ 54 0 0 芝 ⇒ 芝 ローズキングダム

3  サイタグレイス 牝2 1 ⇒ 3 替 木幡巧也 田中勝春 ⇒ 木幡巧也 54 ⇒ 53 -1 -400 芝 ⇒ 芝 ヴァーミリアン

4  スロットマシーン 牡2 8 ⇒ 4 替 江田勇亮 岩部純二 ⇒ 江田勇亮 54 ⇒ 54 0 0 芝 ⇒ 芝 スウェプトオーヴァーボード

5  キサラギコマチ 牝2 9 ⇒ 5 柴田大知 柴田大知 ⇒ 柴田大知 54 ⇒ 54 0 0 芝 ⇒ 芝 ロードアルティマ

6  キャンドルロード 牡2 4 ⇒ 6 宮崎北斗 宮崎北斗 ⇒ 宮崎北斗 54 ⇒ 54 0 50 ダ ⇒ 芝 カネヒキリ

7  トリニティハート 牝2 4 ⇒ 7 替 北村宏司 丸山元気 ⇒ 北村宏司 54 ⇒ 54 0 -400 芝 ⇒ 芝 マツリダゴッホ

8  ユメイチズ 牡2 3 ⇒ 8 石橋脩 石橋脩 ⇒ 石橋脩 54 ⇒ 54 0 0 芝 ⇒ 芝 サムライハート

9  ソンタク 牡2 9 ⇒ 9 的場勇人 的場勇人 ⇒ 的場勇人 54 ⇒ 54 0 0 芝 ⇒ 芝 ヒルノダムール

10  クリノモリゾ 牝2 8 ⇒ 10 替 石川裕紀 石橋脩 ⇒ 石川裕紀 54 ⇒ 54 0 -400 芝 ⇒ 芝 ストロングリターン

11  ジスモンダ 牝2 2 ⇒ 11 岩部純二 岩部純二 ⇒ 岩部純二 54 ⇒ 54 0 0 芝 ⇒ 芝 スズカマンボ

12  ビバラエポボン 牝2 8 ⇒ 12 江田照男 江田照男 ⇒ 江田照男 54 ⇒ 54 0 50 ダ ⇒ 芝 スズカフェニックス

福島2  芝1800m  未勝利
馬番 馬名 歳 馬番推移 乗替 騎手 騎手替 斤量 斤量差 距離差 トラック替 種牡馬

1  リマインドミー 牝3 10 ⇒ 1 替 宮崎北斗 柴田大知 ⇒ 宮崎北斗 54 ⇒ 54 0 100 ダ ⇒ 芝 カネヒキリ

2  ゲキテキ 牡3 2 ⇒ 2 替 木幡巧也 吉田隼人 ⇒ 木幡巧也 56 ⇒ 55 -1 0 ダ ⇒ 芝 トランセンド

3  パサデナ 牡3 11 ⇒ 3 替 伊藤工真 野中悠太 ⇒ 伊藤工真 53 ⇒ 56 3 -600 芝 ⇒ 芝 マンハッタンカフェ

4  ヴァントネール 牝3 14 ⇒ 4 替 菱田裕二 丹内祐次 ⇒ 菱田裕二 54 ⇒ 54 0 0 芝 ⇒ 芝 サクラプレジデント

5  スターライトブルー 牡3 3 ⇒ 5 戸崎圭太 戸崎圭太 ⇒ 戸崎圭太 56 ⇒ 56 0 0 芝 ⇒ 芝 ホワイトマズル

6  ジェルミナシオン 牡3 3 ⇒ 6 替 石川裕紀 黛弘人 ⇒ 石川裕紀 56 ⇒ 56 0 600 ダ ⇒ 芝 マツリダゴッホ

7  グラスルアー 牡3 8 ⇒ 7 替 大野拓弥 田辺裕信 ⇒ 大野拓弥 56 ⇒ 56 0 200 芝 ⇒ 芝 キンシャサノキセキ

8  ウインドフォール 牝3 9 ⇒ 8 津村明秀 津村明秀 ⇒ 津村明秀 54 ⇒ 54 0 -200 芝 ⇒ 芝 ハーツクライ

9  ベイビーステップ 牡3 9 ⇒ 9 替 武藤雅 野中悠太 ⇒ 武藤雅 53 ⇒ 53 0 400 芝 ⇒ 芝 タイキシャトル

10  ラディアンスウェイ 牡3 3 ⇒ 10 替 石橋脩 内田博幸 ⇒ 石橋脩 56 ⇒ 56 0 200 芝 ⇒ 芝 ディープインパクト

11  スズカサニーサイド 牝3 10 ⇒ 11 武士沢友 武士沢友 ⇒ 武士沢友 54 ⇒ 54 0 200 芝 ⇒ 芝 ステイゴールド

12  コスモノーズプレス 牡3 10 ⇒ 12 替 柴田大知 津村明秀 ⇒ 柴田大知 56 ⇒ 56 0 -400 芝 ⇒ 芝 コンデュイット

13  ニューヨーカー 牡3 12 ⇒ 13 嶋田純次 嶋田純次 ⇒ 嶋田純次 56 ⇒ 56 0 400 ダ ⇒ 芝 ストーミングホーム

14  ジャガーゲイム セ3 11 ⇒ 14 替 江田照男 黛弘人 ⇒ 江田照男 56 ⇒ 56 0 0 芝 ⇒ 芝 ジャングルポケット

15  リレントレス 牡3 4 ⇒ 15 平野優 平野優 ⇒ 平野優 56 ⇒ 56 0 0 芝 ⇒ 芝 ヴィクトワールピサ

16  マダムフィガロ 牝3 2 ⇒ 16 替 野中悠太 丸田恭介 ⇒ 野中悠太 54 ⇒ 51 -3 100 ダ ⇒ 芝 ロージズインメイ

福島3  ダ1700m  未勝利・牝
馬番 馬名 歳 馬番推移 乗替 騎手 騎手替 斤量 斤量差 距離差 トラック替 種牡馬

1  ハマオリ 牝3 10 ⇒ 1 替 石橋脩 石川裕紀 ⇒ 石橋脩 54 ⇒ 54 0 300 ダ ⇒ ダ タートルボウル

2  スギノエンプレス 牝3 14 ⇒ 2 戸崎圭太 戸崎圭太 ⇒ 戸崎圭太 54 ⇒ 54 0 100 ダ ⇒ ダ エンパイアメーカー

3  ヒスイ 牝3 12 ⇒ 3 江田照男 江田照男 ⇒ 江田照男 54 ⇒ 54 0 -400 ダ ⇒ ダ ディープスカイ

4  ゴールデンマクリス 牝3 1 ⇒ 4 替 野中悠太 北村宏司 ⇒ 野中悠太 54 ⇒ 51 -3 300 ダ ⇒ ダ クロフネ

5  ラインディオーネ 牝3 5 ⇒ 5 武藤雅 武藤雅 ⇒ 武藤雅 51 ⇒ 51 0 100 ダ ⇒ ダ カネヒキリ

6  シェリトリンド 牝3 14 ⇒ 6 杉原誠人 杉原誠人 ⇒ 杉原誠人 54 ⇒ 54 0 -300 芝 ⇒ ダ ステイゴールド

7  ラピッドチェンジ 牝3 8 ⇒ 7 替 藤田菜七 菊沢一樹 ⇒ 藤田菜七 51 ⇒ 51 0 100 ダ ⇒ ダ ワークフォース

8  キュンメル 牝3 10 ⇒ 8 替 大野拓弥 戸崎圭太 ⇒ 大野拓弥 54 ⇒ 54 0 100 ダ ⇒ ダ ゴールドアリュール

9  スマイルメロディー 牝3 8 ⇒ 9 大庭和弥 大庭和弥 ⇒ 大庭和弥 54 ⇒ 54 0 100 ダ ⇒ ダ プリサイスエンド

10  レッドエレノア 牝3 14 ⇒ 10 替 北村宏司 丸山元気 ⇒ 北村宏司 54 ⇒ 54 0 -100 ダ ⇒ ダ ハーツクライ

11  マヤノオラティオ 牝3 10 ⇒ 11 替 柴田大知 木幡巧也 ⇒ 柴田大知 53 ⇒ 54 1 300 ダ ⇒ ダ ダノンシャンティ

12  ピネローロ 牝3 16 ⇒ 12 菊沢一樹 菊沢一樹 ⇒ 菊沢一樹 51 ⇒ 51 0 100 ダ ⇒ ダ ダイワメジャー

13  エテレイン 牝3  ⇒ 13 伴啓太  ⇒ 伴啓太  ⇒ 52  ⇒  メイショウサムソン

14  ヤマニンアルバス 牝3 12 ⇒ 14 替 西田雄一 井上敏樹 ⇒ 西田雄一 52 ⇒ 54 2 0 ダ ⇒ ダ アグネスデジタル

15  タイセイキセキ 牝3 10 ⇒ 15 替 田中勝春 中谷雄太 ⇒ 田中勝春 54 ⇒ 54 0 300 芝 ⇒ ダ キンシャサノキセキ



福島6  ダ1700m  未勝利
馬番 馬名 歳 馬番推移 乗替 騎手 騎手替 斤量 斤量差 距離差 トラック替 種牡馬

1  ランボシ 牡3 15 ⇒ 1 替 丸田恭介 宮崎北斗 ⇒ 丸田恭介 56 ⇒ 56 0 300 ダ ⇒ ダ メイショウボーラー

2  キャプテンルフィ 牡3 9 ⇒ 2 嘉藤貴行 嘉藤貴行 ⇒ 嘉藤貴行 56 ⇒ 56 0 100 ダ ⇒ ダ ヴァーミリアン

3  ロジキャロル 牡3 2 ⇒ 3 替 大野拓弥 戸崎圭太 ⇒ 大野拓弥 56 ⇒ 56 0 100 芝 ⇒ ダ クロフネ

4  ディスカバー 牡3 2 ⇒ 4 田中勝春 田中勝春 ⇒ 田中勝春 56 ⇒ 56 0 300 ダ ⇒ ダ ゼンノロブロイ

5  サントリーニ 牡3 8 ⇒ 5 替 木幡巧也 石川裕紀 ⇒ 木幡巧也 56 ⇒ 55 -1 300 ダ ⇒ ダ ローエングリン

6  ブライトインベガス 牡3 2 ⇒ 6 宮崎北斗 宮崎北斗 ⇒ 宮崎北斗 56 ⇒ 56 0 0 ダ ⇒ ダ トーセンブライト

7  ムードメーカー 牡3  ⇒ 7 菊沢一樹  ⇒ 菊沢一樹  ⇒ 53  ⇒  エンパイアメーカー

8  ペイシャオーシャン 牝3 13 ⇒ 8 江田照男 江田照男 ⇒ 江田照男 54 ⇒ 54 0 100 芝 ⇒ ダ ゴールドアリュール

9  パーティーピーポー 牡3 11 ⇒ 9 替 石川裕紀 戸崎圭太 ⇒ 石川裕紀 56 ⇒ 56 0 400 ダ ⇒ ダ ワークフォース

10  ヨッテケ 牡3 3 ⇒ 10 北村宏司 北村宏司 ⇒ 北村宏司 56 ⇒ 56 0 0 ダ ⇒ ダ サウスヴィグラス

11  ラッキーパンチ 牡3 2 ⇒ 11 替 柴田大知 木幡初也 ⇒ 柴田大知 54 ⇒ 56 2 -100 ダ ⇒ ダ ベーカバド

12  タイセイエピローグ 牡3 12 ⇒ 12 戸崎圭太 戸崎圭太 ⇒ 戸崎圭太 56 ⇒ 56 0 0 ダ ⇒ ダ スクリーンヒーロー

13  クードゥシャポー 牡3 14 ⇒ 13 替 野中悠太 中谷雄太 ⇒ 野中悠太 56 ⇒ 53 -3 100 ダ ⇒ ダ タニノギムレット

14  ダンディードリーム 牡3 11 ⇒ 14 替 菱田裕二 吉田豊 ⇒ 菱田裕二 56 ⇒ 56 0 -400 ダ ⇒ ダ トーセンホマレボシ

15  ハヤットアージ 牡3 12 ⇒ 15 替 伴啓太 吉田隼人 ⇒ 伴啓太 56 ⇒ 54 -2 -100 ダ ⇒ ダ ヴィクトワールピサ

福島7  芝2600m  未勝利
馬番 馬名 歳 馬番推移 乗替 騎手 騎手替 斤量 斤量差 距離差 トラック替 種牡馬

1  フレスコパスト 牝3 13 ⇒ 1 武藤雅 武藤雅 ⇒ 武藤雅 51 ⇒ 51 0 200 芝 ⇒ 芝 コンデュイット

2  マンボスカイ 牝3 1 ⇒ 2 替 中谷雄太 坂井瑠星 ⇒ 中谷雄太 52 ⇒ 54 2 600 芝 ⇒ 芝 ハーツクライ

3  ベストダンス 牡3 8 ⇒ 3 大野拓弥 大野拓弥 ⇒ 大野拓弥 56 ⇒ 56 0 200 芝 ⇒ 芝 ワークフォース

4  ベルウッドミライ 牡3 12 ⇒ 4 野中悠太 野中悠太 ⇒ 野中悠太 53 ⇒ 53 0 600 芝 ⇒ 芝 ハーツクライ

5  マイネルハレオ 牡3 2 ⇒ 5 柴田大知 柴田大知 ⇒ 柴田大知 56 ⇒ 56 0 200 芝 ⇒ 芝 ナカヤマフェスタ

6  マズルカ 牡3 7 ⇒ 6 嘉藤貴行 嘉藤貴行 ⇒ 嘉藤貴行 56 ⇒ 56 0 600 芝 ⇒ 芝 ホワイトマズル

7  アウトオンアリム 牡3 4 ⇒ 7 丸田恭介 丸田恭介 ⇒ 丸田恭介 56 ⇒ 56 0 200 芝 ⇒ 芝 ジャングルポケット

8  バトルセキトバ 牡3 13 ⇒ 8 替 石橋脩 木幡巧也 ⇒ 石橋脩 55 ⇒ 56 1 600 芝 ⇒ 芝 コンデュイット

9  オーブルージュ 牝3 8 ⇒ 9 替 杉原誠人 内田博幸 ⇒ 杉原誠人 54 ⇒ 54 0 1000 ダ ⇒ 芝 ルーラーシップ

10  センノギモーヴ 牝3 14 ⇒ 10 替 木幡巧也 菊沢一樹 ⇒ 木幡巧也 51 ⇒ 53 2 500 ダ ⇒ 芝 タイムパラドックス

11  ショウナンアリスト 牡3 10 ⇒ 11 替 柴田善臣 柴山雄一 ⇒ 柴田善臣 56 ⇒ 56 0 1200 ダ ⇒ 芝 キングズベスト

12  レインボーショット 牝3 8 ⇒ 12 替 石川裕紀 柴田大知 ⇒ 石川裕紀 54 ⇒ 54 0 800 芝 ⇒ 芝 コンデュイット

13  パラディラタン 牝3 10 ⇒ 13 菊沢一樹 菊沢一樹 ⇒ 菊沢一樹 51 ⇒ 51 0 200 芝 ⇒ 芝 ハービンジャー

14  ローレルモナルカ 牡3 1 ⇒ 14 替 伴啓太 柴田善臣 ⇒ 伴啓太 56 ⇒ 54 -2 600 芝 ⇒ 芝 シンボリクリスエス

福島8  芝1200m  500万下・牝
馬番 馬名 歳 馬番推移 乗替 騎手 騎手替 斤量 斤量差 距離差 トラック替 種牡馬

1  ウーマッハ 牝3 14 ⇒ 1 替 田中勝春 勝浦正樹 ⇒ 田中勝春 54 ⇒ 52 -2 0 芝 ⇒ 芝 ロードアルティマ

2  シェヴェルニー 牝4 2 ⇒ 2 西村太一 西村太一 ⇒ 西村太一 55 ⇒ 55 0 0 芝 ⇒ 芝 マヤノトップガン

3  スノーイルナ 牝3 10 ⇒ 3 野中悠太 野中悠太 ⇒ 野中悠太 49 ⇒ 49 0 0 芝 ⇒ 芝 アドマイヤムーン

4  プラチナダイヤ 牝4 13 ⇒ 4 菊沢一樹 菊沢一樹 ⇒ 菊沢一樹 52 ⇒ 52 0 0 ダ ⇒ 芝 キングカメハメハ

5  ヒマラヤキンラン 牝4 16 ⇒ 5 替 武藤雅 中井裕二 ⇒ 武藤雅 54 ⇒ 52 -2 0 芝 ⇒ 芝 ベーカバド

6  ファド 牝4 2 ⇒ 6 替 戸崎圭太 木幡初也 ⇒ 戸崎圭太 53 ⇒ 55 2 200 芝 ⇒ 芝 ダイワメジャー

7  リルティングインク 牝4 10 ⇒ 7 藤田菜七 藤田菜七 ⇒ 藤田菜七 52 ⇒ 52 0 -200 芝 ⇒ 芝 マツリダゴッホ

8  フェルクレール 牝4 1 ⇒ 8 替 嶋田純次 丸田恭介 ⇒ 嶋田純次 55 ⇒ 55 0 0 芝 ⇒ 芝 ドリームジャーニー

9  サトノアイリ 牝4 13 ⇒ 9 替 丸田恭介 石橋脩 ⇒ 丸田恭介 55 ⇒ 55 0 200 芝 ⇒ 芝 ステイゴールド

10  タケショウベスト 牝3 3 ⇒ 10 替 大野拓弥 木幡巧也 ⇒ 大野拓弥 54 ⇒ 52 -2 0 芝 ⇒ 芝 キングズベスト

11  デルマアツヒメ 牝4 5 ⇒ 11 替 宮崎北斗  ⇒ 宮崎北斗 54 ⇒ 55 1 -200 ダ ⇒ 芝 トワイニング

12  アプト 牝3 1 ⇒ 12 伴啓太 伴啓太 ⇒ 伴啓太 50 ⇒ 50 0 0 芝 ⇒ 芝 アドマイヤムーン

13  キュイキュイ 牝3 16 ⇒ 13 替 津村明秀 柴山雄一 ⇒ 津村明秀 54 ⇒ 52 -2 -600 芝 ⇒ 芝 ハービンジャー

14  ワンダフルラッシュ 牝4 9 ⇒ 14 柴田大知 柴田大知 ⇒ 柴田大知 55 ⇒ 55 0 -200 芝 ⇒ 芝 バゴ

15  ダイワプロパー 牝5 7 ⇒ 15 替 北村宏司 吉田隼人 ⇒ 北村宏司 55 ⇒ 55 0 -200 芝 ⇒ 芝 ダイワメジャー



福島9  芝2000m  種市特別500
馬番 馬名 歳 馬番推移 乗替 騎手 騎手替 斤量 斤量差 距離差 トラック替 種牡馬

1  クイントゥープル 牝3 6 ⇒ 1 替 柴田大知 宮崎北斗 ⇒ 柴田大知 52 ⇒ 52 0 200 芝 ⇒ 芝 アイルハヴアナザー

2  イスズブライト 牡4 9 ⇒ 2 津村明秀 津村明秀 ⇒ 津村明秀 57 ⇒ 57 0 0 芝 ⇒ 芝 ヴァーミリアン

3  ラスカルグレイ セ4 11 ⇒ 3 替 宮崎北斗 菱田裕二 ⇒ 宮崎北斗 57 ⇒ 57 0 800 芝 ⇒ 芝 ショウナンカンプ

4  キークラッカー 牡4 5 ⇒ 4 替 柴田善臣 吉田豊 ⇒ 柴田善臣 57 ⇒ 57 0 0 芝 ⇒ 芝 ジャングルポケット

5  エドノジョンソン セ5 7 ⇒ 5 的場勇人 的場勇人 ⇒ 的場勇人 57 ⇒ 57 0 200 芝 ⇒ 芝 ネオユニヴァース

6  ヴァンデミエール 牝6 4 ⇒ 6 替 嶋田純次 江田照男 ⇒ 嶋田純次 55 ⇒ 55 0 0 芝 ⇒ 芝 アサクサデンエン

7  ビートマッチ 牝3 6 ⇒ 7 替 戸崎圭太 福永祐一 ⇒ 戸崎圭太 54 ⇒ 52 -2 0 芝 ⇒ 芝 ルーラーシップ

8  ストーリーセラー 牡6 3 ⇒ 8 替 石川裕紀 丸山元気 ⇒ 石川裕紀 57 ⇒ 57 0 -400 芝 ⇒ 芝 カンパニー

9  セイウングロリアス 牡3 3 ⇒ 9 替 大野拓弥 吉田豊 ⇒ 大野拓弥 54 ⇒ 54 0 200 芝 ⇒ 芝 リーチザクラウン

10  マヤノピナクル 牡4 2 ⇒ 10 替 石橋脩 木幡巧也 ⇒ 石橋脩 57 ⇒ 57 0 0 芝 ⇒ 芝 ドリームジャーニー

11  ヴァルコイネン 牡6 14 ⇒ 11 替 丸田恭介 吉田隼人 ⇒ 丸田恭介 57 ⇒ 57 0 0 芝 ⇒ 芝 ホワイトマズル

12  ウェルブレッド 牡5 11 ⇒ 12 替 菱田裕二 岩田康誠 ⇒ 菱田裕二 57 ⇒ 57 0 400 芝 ⇒ 芝 ディープインパクト

13  シャリオヴァルト 牡4 11 ⇒ 13 替 横山典弘 田辺裕信 ⇒ 横山典弘 57 ⇒ 57 0 0 芝 ⇒ 芝 マンハッタンカフェ

14  マツリダバッハ 牡4 10 ⇒ 14 替 北村宏司 蛯名正義 ⇒ 北村宏司 57 ⇒ 57 0 0 芝 ⇒ 芝 ディープインパクト

15  ファントムグレイ 牡4 10 ⇒ 15 替 木幡巧也 勝浦正樹 ⇒ 木幡巧也 57 ⇒ 57 0 0 芝 ⇒ 芝 クロフネ

福島10  ダ1150m  鶴ヶ城特1000
馬番 馬名 歳 馬番推移 乗替 騎手 騎手替 斤量 斤量差 距離差 トラック替 種牡馬

1  ジャストザヨコハマ 牡5 12 ⇒ 1 替 木幡巧也 柴山雄一 ⇒ 木幡巧也 57 ⇒ 57 0 -50 ダ ⇒ ダ プリサイスエンド

2  メイショウタラチネ 牝5 3 ⇒ 2 替 丸田恭介 内田博幸 ⇒ 丸田恭介 54 ⇒ 55 1 -450 ダ ⇒ ダ メイショウボーラー

3  サウスキング 牡6 11 ⇒ 3 伊藤工真 伊藤工真 ⇒ 伊藤工真 57 ⇒ 57 0 0 ダ ⇒ ダ サウスヴィグラス

4  ベルエスメラルダ 牝3 3 ⇒ 4 替 田中勝春 小崎綾也 ⇒ 田中勝春 53 ⇒ 52 -1 -250 ダ ⇒ ダ カジノドライヴ

5  ウインオスカー 牡4 1 ⇒ 5 菱田裕二 菱田裕二 ⇒ 菱田裕二 57 ⇒ 57 0 -50 ダ ⇒ ダ スクリーンヒーロー

6  アフターバーナー 牡3 12 ⇒ 6 替 戸崎圭太 内田博幸 ⇒ 戸崎圭太 54 ⇒ 54 0 -150 ダ ⇒ ダ パイロ

7  ダイワエキスパート 牡5 6 ⇒ 7 石川裕紀 石川裕紀 ⇒ 石川裕紀 57 ⇒ 57 0 -50 ダ ⇒ ダ スウェプトオーヴァーボード

8  パッシングブリーズ 牡6 11 ⇒ 8 替 津村明秀 鮫島克駿 ⇒ 津村明秀 57 ⇒ 57 0 -50 ダ ⇒ ダ クロフネ

9  タイセイラルーナ 牝4 4 ⇒ 9 石橋脩 石橋脩 ⇒ 石橋脩 55 ⇒ 55 0 0 ダ ⇒ ダ ゴールドアリュール

10 スーパーモリオン 牡3 6 ⇒ 10 替 柴田善臣 和田竜二 ⇒ 柴田善臣 56 ⇒ 54 -2 -50 芝 ⇒ ダ Archarcharch

11  サンレイルージュ 牝5 13 ⇒ 11 替 野中悠太 川又賢治 ⇒ 野中悠太 52 ⇒ 55 3 -50 ダ ⇒ ダ シニスターミニスター

12  レディーピンク 牝7 10 ⇒ 12 替 西田雄一 井上敏樹 ⇒ 西田雄一 55 ⇒ 55 0 0 ダ ⇒ ダ シニスターミニスター

13  クラウンカイザー 牡8 12 ⇒ 13 替 宮崎北斗 和田竜二 ⇒ 宮崎北斗 57 ⇒ 57 0 -50 芝 ⇒ ダ カルストンライトオ

14  タイセイラナキラ 牝4 6 ⇒ 14 替 北村宏司 丸山元気 ⇒ 北村宏司 55 ⇒ 55 0 150 芝 ⇒ ダ カネヒキリ

15  サンビショップ セ5 13 ⇒ 15 替 武士沢友 川島信二 ⇒ 武士沢友 57 ⇒ 57 0 -50 ダ ⇒ ダ メイショウボーラー

16  リリーウイナー 牡5 3 ⇒ 16 替 中谷雄太 藤岡佑介 ⇒ 中谷雄太 57 ⇒ 57 0 -250 ダ ⇒ ダ ワイルドラッシュ



福島11  芝1200m  バーデンＨ
馬番 馬名 歳 馬番推移 乗替 騎手 騎手替 斤量 斤量差 距離差 トラック替 種牡馬

1  ジャストドゥイング 牡5 6 ⇒ 1 替 津村明秀 北村友一 ⇒ 津村明秀 56 ⇒ 54 -2 0 芝 ⇒ 芝 ゼンノロブロイ

2  コスモドーム 牡6 6 ⇒ 2 柴田大知 柴田大知 ⇒ 柴田大知 56 ⇒ 54 -2 -200 芝 ⇒ 芝 アドマイヤマックス

3  ショウナンアチーヴ 牡6 3 ⇒ 3 替 北村宏司 内田博幸 ⇒ 北村宏司 56 ⇒ 54 -2 -200 芝 ⇒ 芝 ショウナンカンプ

4  ナガラオリオン 牡8 15 ⇒ 4 替 中谷雄太 四位洋文 ⇒ 中谷雄太 57 ⇒ 56 -1 0 ダ ⇒ 芝 アドマイヤマックス

5  スマートオリオン セ7 4 ⇒ 5 替 横山典弘 上野翔 ⇒ 横山典弘 60 ⇒ 56 -4 -1800 障 ⇒ 芝 グラスワンダー

6  トウカイセンス 牝6 13 ⇒ 6 替 石川裕紀 戸崎圭太 ⇒ 石川裕紀 52 ⇒ 52 0 0 芝 ⇒ 芝 ハーツクライ

7  フミノムーン 牡5 15 ⇒ 7 替 戸崎圭太 幸英明 ⇒ 戸崎圭太 56 ⇒ 55 -1 0 芝 ⇒ 芝 アドマイヤムーン

8  オウノミチ 牡6 5 ⇒ 8 替 柴田善臣 松山弘平 ⇒ 柴田善臣 54 ⇒ 54 0 0 芝 ⇒ 芝 オレハマッテルゼ

9  アルマワイオリ 牡5 7 ⇒ 9 石橋脩 石橋脩 ⇒ 石橋脩 56 ⇒ 55 -1 -200 芝 ⇒ 芝 マツリダゴッホ

福島12  ダ1700m  500万下
馬番 馬名 歳 馬番推移 乗替 騎手 騎手替 斤量 斤量差 距離差 トラック替 種牡馬

1  トーホウデサント 牡4 4 ⇒ 1 替 江田照男 吉田豊 ⇒ 江田照男 57 ⇒ 57 0 -300 芝 ⇒ ダ ジャングルポケット

2 オーバーウェルム 牡5 11 ⇒ 2 替 嘉藤貴行 横山和生 ⇒ 嘉藤貴行 57 ⇒ 57 0 300 ダ ⇒ ダ Lemon Drop Kid

3  デフィニール 牝4 13 ⇒ 3 替 津村明秀 鮫島克駿 ⇒ 津村明秀 54 ⇒ 55 1 0 ダ ⇒ ダ ブラックタイド

4  ビレッジゴールド 牡4 3 ⇒ 4 田中勝春 田中勝春 ⇒ 田中勝春 57 ⇒ 57 0 -400 ダ ⇒ ダ ゴールドアリュール

5  マイティ セ4 12 ⇒ 5 替 野中悠太 藤田菜七 ⇒ 野中悠太 54 ⇒ 54 0 300 ダ ⇒ ダ ディープスカイ

6  グラスレグナム 牡4 1 ⇒ 6 替 藤田菜七 木幡巧也 ⇒ 藤田菜七 56 ⇒ 54 -2 -100 ダ ⇒ ダ キングカメハメハ

7  ファンヴィー 牡3 7 ⇒ 7 木幡巧也 木幡巧也 ⇒ 木幡巧也 53 ⇒ 53 0 100 ダ ⇒ ダ フレンチデピュティ

8 チリーシルバー 牝3 9 ⇒ 8 替 戸崎圭太 横山典弘 ⇒ 戸崎圭太 54 ⇒ 52 -2 100 ダ ⇒ ダ Malibu Moon

9  ハヤブサプリプリ 牝4 10 ⇒ 9 替 菊沢一樹 内田博幸 ⇒ 菊沢一樹 55 ⇒ 52 -3 100 ダ ⇒ ダ キングカメハメハ

10  アポロノホウリン 牡4 1 ⇒ 10 替 大野拓弥 北村宏司 ⇒ 大野拓弥 57 ⇒ 57 0 100 芝 ⇒ ダ キンシャサノキセキ

11  アルーフクライ 牡3 13 ⇒ 11 替 丸田恭介 内田博幸 ⇒ 丸田恭介 56 ⇒ 54 -2 100 芝 ⇒ ダ ハーツクライ

12  スズカゴーディー 牡3 6 ⇒ 12 替 北村宏司 内田博幸 ⇒ 北村宏司 56 ⇒ 54 -2 300 ダ ⇒ ダ スズカコーズウェイ

13  ブラスロック 牡4 9 ⇒ 13 替 石川裕紀 田辺裕信 ⇒ 石川裕紀 57 ⇒ 57 0 -100 ダ ⇒ ダ ブラックタイド

14  ラインフェルス 牡5 4 ⇒ 14 石橋脩 石橋脩 ⇒ 石橋脩 57 ⇒ 57 0 100 ダ ⇒ ダ ワイルドラッシュ

15  ケイツートール 牡4 5 ⇒ 15 西田雄一 西田雄一 ⇒ 西田雄一 57 ⇒ 57 0 0 ダ ⇒ ダ ディープスカイ



中京

中京1  芝1400m  未勝利*
馬番 馬名 歳 馬番推移 乗替 騎手 騎手替 斤量 斤量差 距離差 トラック替 種牡馬

1  ノーボーダー 牡2 7 ⇒ 1 替 福永祐一 戸崎圭太 ⇒ 福永祐一 54 ⇒ 54 0 0 芝 ⇒ 芝 キングズベスト

2  フリーダムソート 牡2 9 ⇒ 2 松若風馬 松若風馬 ⇒ 松若風馬 54 ⇒ 54 0 200 芝 ⇒ 芝 キングヘイロー

3  グランデミノル 牝2 7 ⇒ 3 幸英明 幸英明 ⇒ 幸英明 54 ⇒ 54 0 0 芝 ⇒ 芝 エンパイアメーカー

4  ビッグウェーブ 牡2 5 ⇒ 4 酒井学 酒井学 ⇒ 酒井学 54 ⇒ 54 0 0 芝 ⇒ 芝 ダイワメジャー

5  ナムラアッパレ 牡2 12 ⇒ 5 国分優作 国分優作 ⇒ 国分優作 54 ⇒ 54 0 0 芝 ⇒ 芝 ネオユニヴァース

6  ダイキリシマ 牡2 5 ⇒ 6 替 荻野極 小崎綾也 ⇒ 荻野極 53 ⇒ 52 -1 0 芝 ⇒ 芝 メイショウボーラー

7  レッドシャーロット 牝2 11 ⇒ 7 Ｍ．デム Ｍ．デム ⇒ Ｍ．デム 54 ⇒ 54 0 -200 芝 ⇒ 芝 ロードカナロア

8  カクテルドレス 牝2 10 ⇒ 8 替 内田博幸 荻野極 ⇒ 内田博幸 52 ⇒ 54 2 -200 芝 ⇒ 芝 リーチザクラウン

9  ルールダーマ 牡2 8 ⇒ 9 和田竜二 和田竜二 ⇒ 和田竜二 54 ⇒ 54 0 200 芝 ⇒ 芝 ヴィクトワールピサ

10  シゲルアサツキ 牝2 8 ⇒ 10 替 富田暁 川又賢治 ⇒ 富田暁 51 ⇒ 51 0 -200 芝 ⇒ 芝 ハードスパン

11  スピリットワンベル 牡2 9 ⇒ 11 替 川田将雅 木幡巧也 ⇒ 川田将雅 53 ⇒ 54 1 -200 芝 ⇒ 芝 ロードカナロア

中京2  芝1600m  未勝利
馬番 馬名 歳 馬番推移 乗替 騎手 騎手替 斤量 斤量差 距離差 トラック替 種牡馬

1  キタサンマイティー 牡3 1 ⇒ 1 荻野極 荻野極 ⇒ 荻野極 54 ⇒ 54 0 200 芝 ⇒ 芝 パイロ

2  プライムタイム 牝3 12 ⇒ 2 替 秋山真一 和田竜二 ⇒ 秋山真一 54 ⇒ 54 0 -200 ダ ⇒ 芝 ファルブラヴ

3  トルネードアレイ 牡3 16 ⇒ 3 福永祐一 福永祐一 ⇒ 福永祐一 56 ⇒ 56 0 0 芝 ⇒ 芝 ディープインパクト

4  タガノヴァン 牡3 10 ⇒ 4 岡田祥嗣 岡田祥嗣 ⇒ 岡田祥嗣 56 ⇒ 56 0 0 芝 ⇒ 芝 ハービンジャー

5  ハートクレスト 牝3 11 ⇒ 5 和田竜二 和田竜二 ⇒ 和田竜二 54 ⇒ 54 0 -200 芝 ⇒ 芝 ワークフォース

6 モズアスコット 牡3 6 ⇒ 6 替 内田博幸 武豊 ⇒ 内田博幸 56 ⇒ 56 0 -200 芝 ⇒ 芝 Frankel

7  シャンティローザ 牝3 6 ⇒ 7 替 川田将雅 鮫島克駿 ⇒ 川田将雅 53 ⇒ 54 1 0 芝 ⇒ 芝 ダノンシャンティ

8  エイシンスパンキー セ3 5 ⇒ 8 替 幸英明 池添謙一 ⇒ 幸英明 56 ⇒ 56 0 0 ダ ⇒ 芝 ダイワメジャー

9  ミスターフウジン 牡3 9 ⇒ 9 替 松山弘平 岩崎翼 ⇒ 松山弘平 55 ⇒ 56 1 -200 ダ ⇒ 芝 サムライハート

10  シャイニーホーム 牝3 9 ⇒ 10 替 岩崎翼 太宰啓介 ⇒ 岩崎翼 54 ⇒ 53 -1 -200 芝 ⇒ 芝 ストーミングホーム

11  レッドヴォヤージ 牝3 3 ⇒ 11 加藤祥太 加藤祥太 ⇒ 加藤祥太 53 ⇒ 53 0 -200 ダ ⇒ 芝 ジャングルポケット

12  ノボリフェアリー 牝3 6 ⇒ 12 森一馬 森一馬 ⇒ 森一馬 54 ⇒ 54 0 0 芝 ⇒ 芝 ドリームジャーニー

13  ダノンクライム 牡3 15 ⇒ 13 Ｍ．デム Ｍ．デム ⇒ Ｍ．デム 56 ⇒ 56 0 0 芝 ⇒ 芝 ヴィクトワールピサ

14  シャイントレイル 牝3  ⇒ 14 佐藤友則  ⇒ 佐藤友則  ⇒ 54  ⇒  ヴィクトワールピサ

15 エルミーロ 牡3 6 ⇒ 15 川又賢治 川又賢治 ⇒ 川又賢治 53 ⇒ 53 0 400 ダ ⇒ 芝 Eskendereya

16  オースミベリル 牡3 14 ⇒ 16 川島信二 川島信二 ⇒ 川島信二 56 ⇒ 56 0 400 ダ ⇒ 芝 ダイワメジャー

中京3  芝2000m  未勝利
馬番 馬名 歳 馬番推移 乗替 騎手 騎手替 斤量 斤量差 距離差 トラック替 種牡馬

1 *カフジジュエル 牝3 6 ⇒ 1 替 富田暁 小崎綾也 ⇒ 富田暁 53 ⇒ 51 -2 -600 芝 ⇒ 芝 Dalakhani

2  ギルデドアーマー 牡3 6 ⇒ 2 川田将雅 川田将雅 ⇒ 川田将雅 56 ⇒ 56 0 -400 芝 ⇒ 芝 ステイゴールド

3  メイショウマルコマ 牝3 11 ⇒ 3 替 松若風馬 森裕太朗 ⇒ 松若風馬 51 ⇒ 54 3 200 芝 ⇒ 芝 スペシャルウィーク

4  ミラクルツリー 牝3 12 ⇒ 4 川島信二 川島信二 ⇒ 川島信二 54 ⇒ 54 0 200 ダ ⇒ 芝 サマーバード

5  リーゼントシャルフ 牡3 6 ⇒ 5 替 国分優作 大下智 ⇒ 国分優作 56 ⇒ 56 0 400 芝 ⇒ 芝 ディープブリランテ

6  ベルメーリャ 牝3 13 ⇒ 6 替 幸英明 松山弘平 ⇒ 幸英明 54 ⇒ 54 0 200 ダ ⇒ 芝 キングカメハメハ

7  アオイスカーレット 牝3 2 ⇒ 7 和田竜二 和田竜二 ⇒ 和田竜二 54 ⇒ 54 0 200 芝 ⇒ 芝 ディープインパクト

8  コペルニクス 牡3 4 ⇒ 8 替 Ｍ．デム ルメール ⇒ Ｍ．デム 56 ⇒ 56 0 200 芝 ⇒ 芝 ディープインパクト

9  バーボネラ 牝3 18 ⇒ 9 替 義英真 大野拓弥 ⇒ 義英真 54 ⇒ 53 -1 0 芝 ⇒ 芝 ハービンジャー

10  ウォルト 牡3 11 ⇒ 10 酒井学 酒井学 ⇒ 酒井学 56 ⇒ 56 0 -200 芝 ⇒ 芝 ハービンジャー

11  ニホンピロサーラス 牡3 12 ⇒ 11 替 高倉稜 酒井学 ⇒ 高倉稜 56 ⇒ 56 0 400 芝 ⇒ 芝 ナカヤマフェスタ

12  シャムシエル 牡3  ⇒ 12 内田博幸  ⇒ 内田博幸  ⇒ 56  ⇒  ディープブリランテ

13  カリブハーブ 牝3 5 ⇒ 13 秋山真一 秋山真一 ⇒ 秋山真一 54 ⇒ 54 0 200 芝 ⇒ 芝 ハービンジャー

14  ライクアエンジェル 牝3 15 ⇒ 14 岩崎翼 岩崎翼 ⇒ 岩崎翼 53 ⇒ 53 0 200 芝 ⇒ 芝 ハービンジャー

15  ジョンドゥ 牡3  ⇒ 15 荻野極  ⇒ 荻野極  ⇒ 54  ⇒  ディープインパクト

16  ラニカイブルーム 牡3 13 ⇒ 16 松山弘平 松山弘平 ⇒ 松山弘平 56 ⇒ 56 0 0 芝 ⇒ 芝 マンハッタンカフェ

17  ダイナマイトガイ 牡3 2 ⇒ 17 替 佐藤友則 幸英明 ⇒ 佐藤友則 56 ⇒ 56 0 400 芝 ⇒ 芝 ハーツクライ

18  スプリングボックス 牡3 16 ⇒ 18 替 川又賢治 和田竜二 ⇒ 川又賢治 56 ⇒ 53 -3 -400 芝 ⇒ 芝 ハーツクライ



中京4  ダ1400m  未勝利
馬番 馬名 歳 馬番推移 乗替 騎手 騎手替 斤量 斤量差 距離差 トラック替 種牡馬

1  ハートフルタイム 牡3 12 ⇒ 1 Ｍ．デム Ｍ．デム ⇒ Ｍ．デム 56 ⇒ 56 0 0 ダ ⇒ ダ エンパイアメーカー

2  フェリシアルチア 牝3 9 ⇒ 2 替 高倉稜 池添謙一 ⇒ 高倉稜 54 ⇒ 54 0 0 ダ ⇒ ダ サウスヴィグラス

3  ヤマカツバーバラ 牝3 6 ⇒ 3 国分優作 国分優作 ⇒ 国分優作 54 ⇒ 54 0 0 ダ ⇒ ダ サウスヴィグラス

4  クリノキング セ3 13 ⇒ 4 酒井学 酒井学 ⇒ 酒井学 56 ⇒ 56 0 0 ダ ⇒ ダ キングヘイロー

5  アヴァント 牡3 4 ⇒ 5 替 幸英明 ルメール ⇒ 幸英明 56 ⇒ 56 0 -400 ダ ⇒ ダ ジャングルポケット

6  ヒロノオンリーワン 牡3 7 ⇒ 6 替 義英真 川島信二 ⇒ 義英真 56 ⇒ 55 -1 0 ダ ⇒ ダ ジャングルポケット

7  ロードスヴァローグ 牡3 16 ⇒ 7 川田将雅 川田将雅 ⇒ 川田将雅 56 ⇒ 56 0 0 ダ ⇒ ダ パイロ

8  ジェミニズ 牡3 4 ⇒ 8 和田竜二 和田竜二 ⇒ 和田竜二 56 ⇒ 56 0 0 ダ ⇒ ダ ゴールドアリュール

9  メイショウラクエン 牡3 5 ⇒ 9 替 富田暁 坂井瑠星 ⇒ 富田暁 54 ⇒ 53 -1 0 ダ ⇒ ダ メイショウボーラー

10  メイショウシラカバ 牝3 1 ⇒ 10 替 森一馬 森裕太朗 ⇒ 森一馬 51 ⇒ 54 3 -400 ダ ⇒ ダ ストリートセンス

11  インツォリア 牡3  ⇒ 11 荻野極  ⇒ 荻野極  ⇒ 54  ⇒  スマートファルコン

12  アザブジュウバン 牝3 14 ⇒ 12 替 藤懸貴志 菱田裕二 ⇒ 藤懸貴志 54 ⇒ 54 0 0 ダ ⇒ ダ タートルボウル

13  エナジーハピネス 牝3 15 ⇒ 13 替 川須栄彦 小牧太 ⇒ 川須栄彦 54 ⇒ 54 0 0 ダ ⇒ ダ ゴールドアリュール

14  イスラドラーダ 牡3 11 ⇒ 14 替 岡田祥嗣 川須栄彦 ⇒ 岡田祥嗣 56 ⇒ 56 0 -200 芝 ⇒ ダ ダイワメジャー

15  エイトクレイン 牝3 8 ⇒ 15 鮫島良太 鮫島良太 ⇒ 鮫島良太 54 ⇒ 54 0 0 ダ ⇒ ダ バゴ

16  キセキノホシ 牡3 1 ⇒ 16 替 松山弘平 川田将雅 ⇒ 松山弘平 56 ⇒ 56 0 200 ダ ⇒ ダ キンシャサノキセキ

中京7  ダ1400m  500万下・牝
馬番 馬名 歳 馬番推移 乗替 騎手 騎手替 斤量 斤量差 距離差 トラック替 種牡馬

1  ブルーミン 牝3 12 ⇒ 1 高倉稜 高倉稜 ⇒ 高倉稜 52 ⇒ 52 0 200 ダ ⇒ ダ ネオユニヴァース

2  ミッキーグッドネス 牝4 14 ⇒ 2 替 川田将雅 武豊 ⇒ 川田将雅 55 ⇒ 55 0 0 ダ ⇒ ダ ディープインパクト

3  クリノセゴビア 牝4 10 ⇒ 3 酒井学 酒井学 ⇒ 酒井学 55 ⇒ 55 0 200 ダ ⇒ ダ ゼンノロブロイ

4  ララベスラーナ 牝3 12 ⇒ 4 替 森裕太朗 内田博幸 ⇒ 森裕太朗 54 ⇒ 49 -5 -200 ダ ⇒ ダ デュランダル

5  トラストマヴィア 牝4 5 ⇒ 5 福永祐一 福永祐一 ⇒ 福永祐一 55 ⇒ 55 0 200 ダ ⇒ ダ シンボリクリスエス

6  タガノマニカ 牝3 14 ⇒ 6 替 川又賢治 菱田裕二 ⇒ 川又賢治 54 ⇒ 49 -5 0 ダ ⇒ ダ アイルハヴアナザー

7  カワイアラ 牝3 16 ⇒ 7 川須栄彦 川須栄彦 ⇒ 川須栄彦 54 ⇒ 52 -2 0 ダ ⇒ ダ クロフネ

8  ビーチパラソル 牝5 3 ⇒ 8 替 岡田祥嗣 松若風馬 ⇒ 岡田祥嗣 54 ⇒ 55 1 0 ダ ⇒ ダ ダイワメジャー

9  リリーメーカー 牝3 4 ⇒ 9 松若風馬 松若風馬 ⇒ 松若風馬 52 ⇒ 52 0 200 ダ ⇒ ダ エンパイアメーカー

10  ノースメイジャイ 牝5 7 ⇒ 10 替 幸英明 坂井瑠星 ⇒ 幸英明 53 ⇒ 55 2 200 ダ ⇒ ダ プリサイスエンド

11  クロースフレンド 牝4 16 ⇒ 11 替 松山弘平 和田竜二 ⇒ 松山弘平 55 ⇒ 55 0 200 ダ ⇒ ダ サウスヴィグラス

12  ボクノナオミ 牝5 6 ⇒ 12 替 荻野極 中谷雄太 ⇒ 荻野極 55 ⇒ 53 -2 0 ダ ⇒ ダ ゴールドアリュール

13  マルカソレイユ 牝3 6 ⇒ 13 和田竜二 和田竜二 ⇒ 和田竜二 54 ⇒ 52 -2 0 ダ ⇒ ダ ダイワメジャー

14  ディープアドラーレ 牝3 11 ⇒ 14 替 太宰啓介 藤岡佑介 ⇒ 太宰啓介 54 ⇒ 52 -2 -200 芝 ⇒ ダ エンパイアメーカー

15  チカリータ 牝4 15 ⇒ 15 替 Ｍ．デム 武豊 ⇒ Ｍ．デム 55 ⇒ 55 0 0 ダ ⇒ ダ クロフネ

16  トップノート 牝4 7 ⇒ 16 替 加藤祥太 浜中俊 ⇒ 加藤祥太 55 ⇒ 54 -1 0 ダ ⇒ ダ ダイワメジャー

中京8  ダ1800m  500万下
馬番 馬名 歳 馬番推移 乗替 騎手 騎手替 斤量 斤量差 距離差 トラック替 種牡馬

1  ショウナンマシェリ 牝4 12 ⇒ 1 替 川須栄彦 岩田康誠 ⇒ 川須栄彦 55 ⇒ 55 0 0 芝 ⇒ ダ キンシャサノキセキ

2  エンパイアブレイク 牝4 11 ⇒ 2 替 Ｍ．デム 幸英明 ⇒ Ｍ．デム 55 ⇒ 55 0 -200 ダ ⇒ ダ エンパイアメーカー

3  ピエナクルーズ 牡4 3 ⇒ 3 替 太宰啓介 古川吉洋 ⇒ 太宰啓介 56 ⇒ 57 1 100 ダ ⇒ ダ ハービンジャー

4  デイジーフローラ 牝4 6 ⇒ 4 替 和田竜二 福永祐一 ⇒ 和田竜二 55 ⇒ 55 0 0 ダ ⇒ ダ キングカメハメハ

5  ブランニューカップ 牝3 6 ⇒ 5 替 酒井学 ルメール ⇒ 酒井学 54 ⇒ 52 -2 0 ダ ⇒ ダ マンハッタンカフェ

6  カレンカカ 牡3 2 ⇒ 6 替 川田将雅 武豊 ⇒ 川田将雅 54 ⇒ 54 0 0 ダ ⇒ ダ クロフネ

7  ダノンプレシャス 牡4 15 ⇒ 7 替 松若風馬 北村宏司 ⇒ 松若風馬 57 ⇒ 57 0 200 ダ ⇒ ダ ディープインパクト

8  リヴァイタライズ 牡4 8 ⇒ 8 替 荻野極 岡部誠 ⇒ 荻野極 57 ⇒ 55 -2 0 ダ ⇒ ダ シンボリクリスエス

9  アオイテソーロ 牝3 1 ⇒ 9 替 佐藤友則 武豊 ⇒ 佐藤友則 52 ⇒ 52 0 0 ダ ⇒ ダ ルーラーシップ

10  テイエムグッドマン 牡3 10 ⇒ 10 替 幸英明 古川吉洋 ⇒ 幸英明 56 ⇒ 54 -2 0 ダ ⇒ ダ アグネスデジタル

11  フィエスタオーレ 牝4 8 ⇒ 11 替 富田暁 佐藤友則 ⇒ 富田暁 55 ⇒ 52 -3 0 ダ ⇒ ダ ヨハネスブルグ

12  サウスオブボーダー 牡4 1 ⇒ 12 替 川又賢治 北村友一 ⇒ 川又賢治 57 ⇒ 54 -3 0 ダ ⇒ ダ ゼンノロブロイ

13  ムイトオブリガード 牡3 1 ⇒ 13 替 松山弘平 武豊 ⇒ 松山弘平 54 ⇒ 54 0 -100 ダ ⇒ ダ ルーラーシップ

14  ドルチェリア セ4 11 ⇒ 14 岡田祥嗣 岡田祥嗣 ⇒ 岡田祥嗣 57 ⇒ 57 0 0 ダ ⇒ ダ エンパイアメーカー

15  セレブレイトソング セ5 12 ⇒ 15 藤懸貴志 藤懸貴志 ⇒ 藤懸貴志 57 ⇒ 57 0 0 ダ ⇒ ダ ワイルドラッシュ

16 ディープオーパス 牡4 10 ⇒ 16 替 内田博幸 藤岡康太 ⇒ 内田博幸 57 ⇒ 57 0 0 ダ ⇒ ダ Exchange Rate



中京9  芝1200m  タイラン500
馬番 馬名 歳 馬番推移 乗替 騎手 騎手替 斤量 斤量差 距離差 トラック替 種牡馬

1  タイムレスメロディ 牝4 7 ⇒ 1 荻野極 荻野極 ⇒ 荻野極 53 ⇒ 55 2 0 芝 ⇒ 芝 ディープインパクト

2  ブライアンジョー 牡4 5 ⇒ 2 替 酒井学 勝浦正樹 ⇒ 酒井学 57 ⇒ 57 0 -600 芝 ⇒ 芝 ブライアンズタイム

3  レッドレイジング 牝3 2 ⇒ 3 佐藤友則 佐藤友則 ⇒ 佐藤友則 54 ⇒ 52 -2 -200 ダ ⇒ 芝 サムライハート

4  テイエムダグラス 牡4 13 ⇒ 4 田中健 田中健 ⇒ 田中健 57 ⇒ 57 0 -200 芝 ⇒ 芝 ディープスカイ

5  タイセイパルサー 牡4 13 ⇒ 5 替 川島信二 福永祐一 ⇒ 川島信二 57 ⇒ 57 0 -200 ダ ⇒ 芝 パイロ

6  テイエムハヤブサ 牡4 3 ⇒ 6 替 高倉稜 富田暁 ⇒ 高倉稜 54 ⇒ 57 3 -600 ダ ⇒ 芝 ブラックタイド

7  タツデンコーセッカ 牝4 6 ⇒ 7 替 内田博幸 戸部尚実 ⇒ 内田博幸 54 ⇒ 55 1 -200 ダ ⇒ 芝 カンパニー

8  パーリオミノル 牝4 7 ⇒ 8 Ｍ．デム Ｍ．デム ⇒ Ｍ．デム 55 ⇒ 55 0 -200 芝 ⇒ 芝 ディープインパクト

9  セルリアン 牡3 3 ⇒ 9 替 藤懸貴志 内田博幸 ⇒ 藤懸貴志 56 ⇒ 54 -2 -200 芝 ⇒ 芝 メイショウボーラー

10  ブレイズガール 牝4 9 ⇒ 10 加藤祥太 加藤祥太 ⇒ 加藤祥太 55 ⇒ 55 0 0 芝 ⇒ 芝 ローレルゲレイロ

11  ヴィーヴァテキーラ 牝4 13 ⇒ 11 替 川須栄彦 藤岡佑介 ⇒ 川須栄彦 55 ⇒ 55 0 -200 ダ ⇒ 芝 タイキシャトル

12  ハーツジュニア 牡5 6 ⇒ 12 替 太宰啓介 和田竜二 ⇒ 太宰啓介 57 ⇒ 57 0 0 ダ ⇒ 芝 ハーツクライ

13  ワンアフター 牡4 11 ⇒ 13 松山弘平 松山弘平 ⇒ 松山弘平 57 ⇒ 57 0 0 芝 ⇒ 芝 アドマイヤムーン

14  クリノケンリュウ 牡3 14 ⇒ 14 替 鮫島良太 国分優作 ⇒ 鮫島良太 54 ⇒ 54 0 0 ダ ⇒ 芝 パイロ

15  ウインハートビート 牡4 3 ⇒ 15 替 和田竜二 武豊 ⇒ 和田竜二 57 ⇒ 57 0 -200 芝 ⇒ 芝 グラスワンダー

16  オフクヒメ 牝4 6 ⇒ 16 替 幸英明 菱田裕二 ⇒ 幸英明 52 ⇒ 55 3 0 芝 ⇒ 芝 キンシャサノキセキ

17  トウショウジャイロ 牡4 2 ⇒ 17 秋山真一 秋山真一 ⇒ 秋山真一 57 ⇒ 57 0 0 芝 ⇒ 芝 ダイワメジャー

18  プレシャスロード セ5 10 ⇒ 18 岩崎翼 岩崎翼 ⇒ 岩崎翼 56 ⇒ 57 1 0 芝 ⇒ 芝 ネオユニヴァース

中京10  芝2000m  シンガポ1000
馬番 馬名 歳 馬番推移 乗替 騎手 騎手替 斤量 斤量差 距離差 トラック替 種牡馬

1  カラビナ 牡4 2 ⇒ 1 替 秋山真一 藤岡佑介 ⇒ 秋山真一 57 ⇒ 57 0 -200 芝 ⇒ 芝 ステイゴールド

2  ポポカテペトル 牡3 7 ⇒ 2 和田竜二 和田竜二 ⇒ 和田竜二 54 ⇒ 54 0 -200 芝 ⇒ 芝 ディープインパクト

3  リノリオ 牡6 5 ⇒ 3 替 佐藤友則 藤岡康太 ⇒ 佐藤友則 57 ⇒ 57 0 0 芝 ⇒ 芝 ダンスインザダーク

4  ギモーヴ 牝4 1 ⇒ 4 替 内田博幸 鮫島克駿 ⇒ 内田博幸 54 ⇒ 55 1 200 芝 ⇒ 芝 ハービンジャー

5  タイセイアプローズ 牡5 8 ⇒ 5 松山弘平 松山弘平 ⇒ 松山弘平 57 ⇒ 57 0 0 芝 ⇒ 芝 ハーツクライ

6  カレンラストショー 牡5 2 ⇒ 6 替 荻野極 川田将雅 ⇒ 荻野極 57 ⇒ 57 0 0 芝 ⇒ 芝 タニノギムレット

7  キンショーユキヒメ 牝4 6 ⇒ 7 替 Ｍ．デム 秋山真一 ⇒ Ｍ．デム 51 ⇒ 55 4 0 芝 ⇒ 芝 メイショウサムソン

8  フロムマイハート 牝4 3 ⇒ 8 替 国分優作 丹内祐次 ⇒ 国分優作 53 ⇒ 55 2 0 芝 ⇒ 芝 ハーツクライ

9  ケージーキンカメ 牡6 4 ⇒ 9 酒井学 酒井学 ⇒ 酒井学 57 ⇒ 57 0 0 芝 ⇒ 芝 キングカメハメハ

10  トライブキング 牡4 9 ⇒ 10 替 高倉稜 森裕太朗 ⇒ 高倉稜 54 ⇒ 57 3 0 芝 ⇒ 芝 ディープインパクト

11  ドラゴンカップ 牡4 1 ⇒ 11 替 松若風馬 福永祐一 ⇒ 松若風馬 57 ⇒ 57 0 0 芝 ⇒ 芝 ステイゴールド

12  ダノンキングダム 牡3 11 ⇒ 12 替 福永祐一 戸崎圭太 ⇒ 福永祐一 53 ⇒ 54 1 -400 芝 ⇒ 芝 ステイゴールド

13 タニノアーバンシー 牝4 3 ⇒ 13 替 川田将雅 小牧太 ⇒ 川田将雅 55 ⇒ 55 0 200 芝 ⇒ 芝 Sea The Stars

14  スワンボート 牡7 2 ⇒ 14 替 水口優也 菅原隆一 ⇒ 水口優也 57 ⇒ 57 0 200 芝 ⇒ 芝 キングヘイロー

15  スリーマキシマム 牡6 4 ⇒ 15 替 幸英明 和田竜二 ⇒ 幸英明 54 ⇒ 57 3 0 芝 ⇒ 芝 スズカマンボ



中京11  ダ1800m  中京鉄杯
馬番 馬名 歳 馬番推移 乗替 騎手 騎手替 斤量 斤量差 距離差 トラック替 種牡馬

1  エルマンボ 牡7 8 ⇒ 1 替 酒井学 Ｍ．デム ⇒ 酒井学 56 ⇒ 56 0 -200 ダ ⇒ ダ ウォーエンブレム

2  スリータイタン セ8 4 ⇒ 2 替 岩崎翼 吉田豊 ⇒ 岩崎翼 57 ⇒ 56 -1 -300 ダ ⇒ ダ スズカマンボ

3  コパノチャーリー 牡5 3 ⇒ 3 替 佐藤友則 松若風馬 ⇒ 佐藤友則 56 ⇒ 56 0 -100 ダ ⇒ ダ アグネスデジタル

4  オウケンワールド 牡5 6 ⇒ 4 Ｍ．デム Ｍ．デム ⇒ Ｍ．デム 57 ⇒ 56 -1 0 ダ ⇒ ダ クロフネ

5  マイネルバイカ 牡8 1 ⇒ 5 替 和田竜二 岩田康誠 ⇒ 和田竜二 56 ⇒ 59 3 -100 ダ ⇒ ダ ロージズインメイ

6  メイショウヒコボシ 牡6 5 ⇒ 6 替 国分優作 勝浦正樹 ⇒ 国分優作 54 ⇒ 56 2 200 ダ ⇒ ダ メイショウボーラー

7 アメリカンウィナー 牡8 13 ⇒ 7 替 鮫島良太 福永祐一 ⇒ 鮫島良太 54 ⇒ 56 2 -300 ダ ⇒ ダ Bernardini

8  サウンドスカイ 牡4 6 ⇒ 8 高倉稜 高倉稜 ⇒ 高倉稜 56 ⇒ 56 0 400 ダ ⇒ ダ ディープスカイ

9  センチュリオン 牡5 2 ⇒ 9 内田博幸 内田博幸 ⇒ 内田博幸 56 ⇒ 56 0 200 ダ ⇒ ダ キングカメハメハ

10  ストロングサウザー 牡6 16 ⇒ 10 替 福永祐一 北村宏司 ⇒ 福永祐一 57 ⇒ 59 2 0 ダ ⇒ ダ ハーツクライ

11  キクノソル 牡7 6 ⇒ 11 替 川田将雅 柴田善臣 ⇒ 川田将雅 54 ⇒ 56 2 -300 ダ ⇒ ダ キングカメハメハ

12  デビルズハーツ 牡7 7 ⇒ 12 替 松若風馬 岩田康誠 ⇒ 松若風馬 54 ⇒ 56 2 -300 ダ ⇒ ダ ハーツクライ

13  マイネルクロップ 牡7 12 ⇒ 13 替 荻野極 岡部誠 ⇒ 荻野極 56 ⇒ 59 3 -100 ダ ⇒ ダ クロフネ

14  カゼノコ 牡6 12 ⇒ 14 替 太宰啓介 横山典弘 ⇒ 太宰啓介 57.5 ⇒ 57 -0.5 200 ダ ⇒ ダ アグネスデジタル

15 マスクゾロ 牡6 1 ⇒ 15 秋山真一 秋山真一 ⇒ 秋山真一 56 ⇒ 58 2 -200 ダ ⇒ ダ Roman Ruler

16  トラキチシャチョウ 牡6 16 ⇒ 16 替 松山弘平 蛯名正義 ⇒ 松山弘平 56 ⇒ 57 1 0 ダ ⇒ ダ マヤノトップガン

名12  芝1200m  フィリピ1000
馬番 馬名 歳 馬番推移 乗替 騎手 騎手替 斤量 斤量差 距離差 トラック替 種牡馬

1  リッパーザウィン 牡5 8 ⇒ 1 替 佐藤友則 坂井瑠星 ⇒ 佐藤友則 56 ⇒ 57 1 0 芝 ⇒ 芝 ヨハネスブルグ

2  メイショウスイヅキ 牝4 10 ⇒ 2 松若風馬 松若風馬 ⇒ 松若風馬 51 ⇒ 55 4 0 芝 ⇒ 芝 パイロ

3  ゼンノコリオリ 牡7 11 ⇒ 3 替 太宰啓介 黒岩悠 ⇒ 太宰啓介 60 ⇒ 57 -3 -1710 障 ⇒ 芝 ブラックタイド

4 ウィズアミッション 牝6 10 ⇒ 4 替 川田将雅 浜中俊 ⇒ 川田将雅 55 ⇒ 55 0 0 芝 ⇒ 芝 Danehill Dancer

5  メイショウベルボン 牝3 3 ⇒ 5 福永祐一 福永祐一 ⇒ 福永祐一 54 ⇒ 52 -2 0 芝 ⇒ 芝 ディープブリランテ

6  ブラッククローバー 牡5 9 ⇒ 6 松山弘平 松山弘平 ⇒ 松山弘平 54 ⇒ 57 3 0 芝 ⇒ 芝 ジャングルポケット

7  メイショウソウビ 牡3 2 ⇒ 7 和田竜二 和田竜二 ⇒ 和田竜二 53 ⇒ 54 1 0 芝 ⇒ 芝 プリサイスエンド

8  キョウワゼノビア 牝4 4 ⇒ 8 秋山真一 秋山真一 ⇒ 秋山真一 55 ⇒ 55 0 0 芝 ⇒ 芝 ハーツクライ

9  ウイングパラダイス 牝6 9 ⇒ 9 替 田中健 小林徹弥 ⇒ 田中健 55 ⇒ 55 0 0 芝 ⇒ 芝 メイショウサムソン

10  ヤマニンマンドール 牡5 2 ⇒ 10 川須栄彦 川須栄彦 ⇒ 川須栄彦 57 ⇒ 57 0 0 芝 ⇒ 芝 ストーミングホーム

11  ディアエナ 牝5 14 ⇒ 11 替 荻野極 秋山真一 ⇒ 荻野極 55 ⇒ 55 0 0 芝 ⇒ 芝 スニッツェル

12  アグネスユーリヤ 牡5 7 ⇒ 12 川又賢治 川又賢治 ⇒ 川又賢治 56 ⇒ 57 1 0 芝 ⇒ 芝 チチカステナンゴ


