
【中央】

生産者名
馬　　名 父馬名 母の父 開催年月日 競走名略称

性別・年齢・毛色 母馬名 母の母 開催場所 距離　・　馬上

隆栄牧場
デアフルーグ ベーカバド フレンチデピュティ 19.3.31 伏竜Ｓ　オープン

牡　３　鹿 パイクーニャン パイアン 中山　１０Ｒ ダ1800ｍ　良

樋渡　志尚
ハングリーベン ベーカバド スターリングローズ 19.3.31 サラ系４歳上　１０００万下

牡　５　鹿 サマーコード スーパーラヴァー 中山　１２Ｒ ダ1200ｍ　良

飛渡牧場
ヒシヴィクトリー ヴィクトワールピサ Touch Gold 19.3.31 サラ系４歳上　５００万下

牡　４　黒鹿 ヒシワンスモア Hishi Natalie 中山　　８Ｒ 芝2000ｍ　良

カミイスタット
インテンスライト エイシンフラッシュ French Deputy 19.3.31 サラ系３歳　５００万下

牡　３　鹿 スコルピオンキッス Stinger 中山　　６Ｒ 芝1600ｍ　稍重

中地　康弘
オイシイナア サムライハート デヒア 19.3.31 サラ系３歳　未勝利

牝　３　鹿 イカガデスカ マナーリー 中山　　１Ｒ ダ1800ｍ　稍重

守矢牧場
エルゼロ ワークフォース ネオユニヴァース 19.3.30 三木ホースランドパークジャンプＳ　オープン

牡　６　鹿 ゴールドマッシモ トレヴィサンライズ 阪神　　８Ｒ 芝3140ｍ　良

有限会社新冠タガノファーム
タガノプレトリア ヨハネスブルグ タニノギムレット 19.3.30 サラ系４歳上　５００万下

牡　４　鹿 タガノティアーズ タガノピアース 阪神　　7Ｒ ダ1400ｍ　良

川島牧場
カッチョエペペ サウスヴィグラス アグネスタキオン 19.3.30 サラ系３歳　未勝利

牝　３　栗 ウインヴァネッサ ジュリアビコー 中山　　１Ｒ ダ1200ｍ　良

須崎牧場
セイクリッドサン ヘニーヒューズ Mali bu Moon 19.3.30 サラ系３歳　未勝利

牡　３　鹿 マリブウィン Sea Jamie Win 中山　　３Ｒ ダ1200ｍ　良

株式会社　ノースヒルズ
シーシャープ オルフェーヴル Grand Slam 19.3.30 サラ系３歳　未勝利

牡　３　鹿 フロムスクラッチ Snow Dance 阪神　　２Ｒ ダ1200ｍ　良

川上牧場
アークカンパネラ パイロ(USA) アジュディケーティング 19.3.24 サラ系４歳上　５００万下

牡　４　青鹿 ブルーフェアプレー フジノトップロマン 中山　　８Ｒ ダ1800ｍ　良

スカイビーチステーブル
ダディーズマインド トーセンホマレボシ フレンチデピュティ 19.3.24 サラ系３歳　５００万下

牡　３　鹿 ケイティーズギフト ケイティーズファースト 中山　　６Ｒ 芝1800ｍ　良

隆栄牧場
ペイシャキュウ サウスヴィグラス ストラヴィンスキー 19.3.23 サラ系３歳　未勝利

牝　３　鹿 ママキジャ サヤカ 中山　　１Ｒ ダ1800ｍ　良

パカパカファーム
シセイタイガ ジャングルポケット バゴ 19.3.23 サラ系３歳　未勝利

牡　３　青鹿 シセイカナタ シセイハルカ 中京　　５Ｒ 芝1200ｍ　良

ハシモトフアーム
アイキャンテーラー フリオーソ ティンバーカントリー 19.3.23 サラ系３歳　未勝利

牡　３　栗 オータムブリーズ セプテンバーソング 阪神　　５Ｒ ダ1800ｍ　良

有限会社新冠タガノファーム
タガノジーニアス エンパイアメーカー Saint Ballado 19.3.17 サラ系４歳上　１０００万下

牡６　鹿 タガノチャーリーズ Charlies Paradise 阪神　１２Ｒ ダ1400ｍ　稍重

錦岡牧場
ヤマニンペダラーダ ディープインパクト ホワイトマズル 19.3.17 豊橋特別　５００万下

牡５　黒鹿 ヤマニンエマイユ ヤマニンザナドゥ 中京　１２Ｒ 芝1200ｍ　良

堤　牧場
タイムリメンバード プリサイスエンド ダンスインザダーク 19.3.17 サラ系３歳　未勝利

牝３　栗 シルクロザリオ リーガルウェイズ 中山　　１Ｒ ダ1800ｍ　良

錦岡牧場
ヤマニンレジスタ ストロングリターン ヤマニンセラフィム 19.3.16 恵那特別　１０００万下

牡４　栗 ヤマニンラレーヌ ヤマニンジュエリー 中京　１２Ｒ ダ1200ｍ　良

村田牧場
ヒルノアトラーニ マンハッタンカフェ Harlan's Holiday 19.3.16 サラ系４歳上　５００万下

牡　５ ハーランズルビー Smiling Eyes 中京　　８Ｒ ダ1900ｍ　良

小泉牧場
タゴム キンシャサノキセキ デヒア 19.3.16 サラ系３歳　未勝利

牡３　黒鹿 コウエイテンプウ リベラノ 阪神　　２Ｒ ダ1400ｍ　稍重

平山牧場
タウィーザ ブラックタイド パントレセレブル 19.3.16 サラ系３歳　未勝利

牡３　鹿 レッドスレッド シネマスコープ 中京　　６Ｒ ダ1800ｍ　良

斉藤　安行
グレルグリーン ヴァーミリアン サクラユタカオー 19.3.16 サラ系３歳　未勝利

牡３　黒鹿 ウメノファイバー ウメノローザ 中山　　５Ｒ 芝1600ｍ　良

新冠橋本牧場
ザダル トーセンラー Lemon Drop Kid 19.3.10 サラ系３歳　５００万下

牡３　栗 シーザシー Mabic Broad 中山　　６Ｒ 芝2000ｍ　良

ハクツ牧場
トモジャドット サウスヴィグラス アグネスタキオン 19.3.10 サラ系３歳　未勝利

牡３　栗 グラッドリー プチアノ 中山　　２Ｒ ダ1200ｍ　稍重

村田牧場
ベルキューズ ヘニーヒューズ アフリート 19.3.10 サラ系３歳　未勝利

牝３　栗 オーシャンフリート ウインクパール 中京　　１Ｒ ダ1800ｍ　良

村田牧場
ソリストサンダー トビーズコーナー スペシャルウィーク 19.3.9. サラ系４歳上　５００万下

牡４　黒鹿 ラヴソースウィート キソティックラヴ 阪神　　７ Ｒ ダ1200ｍ　稍重

佐藤牧場
ダイシンインディー ゴールドアリュール Storm Cat 19.3.9 サラ系３歳　５００万下

牡３　栗 キャッツ Blissful 中山　　７Ｒ ダ1800ｍ　稍重

新冠橋本牧場
ジャコマル ダノンシャンティ トニービン 19.3.3 唐戸特別　５００万下

牡５　鹿 ピュアウィンク ミスティックアイズ 小倉　１２Ｒ 芝2000ｍ　重

秋田牧場
ルーモス ハーツクライ Danehill Dancer 19.3.3 サラ系４歳上　５００万下

牝４　黒鹿 マジックポーション２ Russian Ballet 小倉　　７Ｒ 芝2000ｍ　重

安達　洋生
ブラックアウト トランセンド エルコンドルパサー 19.3.3 サラ系３歳　未勝利

牡３　黒鹿 エプソムメサイア ゴーイングトゥーイクストリームス 中山　　１Ｒ ダ1200ｍ　稍重

オリエント牧場
ダディーズトリップ ドリームジャーニー Danehill 19.3.3 サラ系３歳　未勝利

牡３　青 ヴードゥーレディ Saramah 小倉　　５Ｒ 芝2000ｍ　重

新冠橋本牧場
メトロポリス マンハッタンカフェ オース 19.3.2 サラ系４歳上　５００万下

牡５　青鹿 ラブカーナ カーナ2 阪神　　８Ｒ ダ2000ｍ　稍重

須崎牧場
スナイプ ヘニーヒューズ Seeking The Gold 19.3.2 サラ系３歳　未勝利

牡３　栗 オーヴァーアンダー Princess Mitterand 小倉　　２Ｒ ダ1700ｍ　良

スカイビーチステーブル
スマートオーディン ダノンシャンティ Alzao 19.2.24 阪急杯　Ｇ３

牡６　黒鹿 レディアップステージ She's The Tops 阪神　１１Ｒ 芝1400ｍ　良

有限会社新冠タガノファーム
タガノカレン ダイワメジャー ジャングルポケット 19.2.24 サラ系４歳上　５００万下

牝４　黒鹿 スマートレディー フロムファースト 小倉　　７Ｒ 芝1200ｍ　良

カミイスタット
グリニッジシチー エスポワールシチー トワイニング 19.2.24 サラ系３歳　未勝利

牡３　栗 プラセンティア キャサリーンパー 中山　　３Ｒ ダ1800ｍ　良

須崎牧場
ウォーターエデン ハービンジャー Storm Cat 19.2.24 サラ系３歳　未勝利

牝３　鹿 クロスウォーター２ Bay Harbor 小倉　　３Ｒ 芝1200ｍ　良

芳住　鉄兵
ザディファレンス アドマイヤムーン Deputy Commander 19.2.24 サラ系３歳　未勝利

牡３　栗 ムカラファ Courtroom Antics 中山　　２Ｒ ダ1200ｍ　良

中本牧場
トラスト スクリーンヒーロー エイシンサンディ 19.2.23 春麗ジャンプＳ　オープン

牡５　芦 グローリサンディ ダイヤターン 中山　　８Ｒ 芝→ダ3200ｍ　良

松本　信行
ヴィクトリアポデル アドマイヤムーン ネオユニヴァース 19.2.23 サラ系３歳　未勝利

牡３　鹿 シーアクトレス パシアン 小倉　　４Ｒ 芝1200ｍ　良

村上　欽哉
ワンネス ストロングリターン サクラバクシンオー 19.2.23 サラ系３歳　未勝利

牡３　鹿 ダンシングロイヤル デビルインマインド 小倉　　２Ｒ ダ1000ｍ　稍重

株式会社　ノースヒルズ
ブライトムーン ルーラーシップ フジキセキ 19.2.17 日田特別　５００万下

牝５　黒鹿 ルアシェイア ファレノプシス 小倉　１０Ｒ 芝2000ｍ　良

イワミ牧場
ダイヤクイン クロフネ(USA) タヤスツヨシ 19.2.17 サラ系３歳　未勝利

牝３　芦 マイネカプリース ダイナカプリ 京都　　１Ｒ ダ1200ｍ　良

中地　康弘
カラテ トゥザグローリー フレンチデピュティ 19.2.17 サラ系３歳　未勝利

牡３　黒鹿 レディーノパンチ レイサッシュ 小倉　　３Ｒ 芝2000ｍ　良

アラキフアーム
シンゼンドリーム ハーツクライ Seeking The Gold 19.2.16 和布刈特別　１０００万下

牡６　黒鹿 スプリングシティ Seattle Special 小倉　１１Ｒ ダ1700ｍ　稍重

ヒカル牧場
オルレアンローズ ベーカバド フレンチデピュティ 19.2.16 サラ系４歳上　１０００万下

牝６　鹿 テンザンローズ コウエイシャダイ 東京　１２Ｒ 芝1400ｍ　良

ムラカミファーム
ハゼル ダイワメジャー Miswaki 19.2.16 サラ系４歳上　５００万下

牡４　栗 カネスベネフィット ジャスーラー 京都　　７Ｒ ダ1400ｍ　良

坂元　芳春
ベルジュネス ロージズインメイ ネオユニヴァース 19.2.16 サラ系３歳　未勝利

牡３　鹿 ツクバオトメ アカンプリッシュ 東京　　２Ｒ ダ1400ｍ　良

株式会社　ノースヒルズ
リアンヴェリテ ゴールドアリュール Cozzene 19.2.10 北山Ｓ　１６００万下

牡５　鹿 ルミエールヴェリテ Play School 京都　１０Ｒ ダ1800ｍ　稍重

パカパカファーム
シャルドネゴールド ステイゴールド Lion Heart 19.2.10 松籟Ｓ　１６００万下

牡５　栗 セルフプリザヴェーション Saintly Speaking 京都　　９Ｒ 芝2400ｍ　良

長浜牧場
クラークキー ルーラーシップ サンデーサイレンス 19.2.10 サラ系４歳上　１０００万下

牡５　鹿 トウカイメガミ トウカイテネシー 東京　１２Ｒ 芝1600ｍ　良

中央牧場
グァンチャーレ スクリーンヒーロー ディアブロ 19.2.9 洛陽Ｓ　オープン

牡７　青鹿 チュウオーサーヤ サンライトブルボン 京都　１１Ｒ 芝1600ｍ　良

村上　欽哉
チタンクレバー ベーカバド ゼンノエルシド 19.2.9 サラ系４歳上　５００万下

牝６　青鹿 ウインプラチナム ダイヤモンドビコー 小倉　　７Ｒ 芝1200ｍ　稍重

村田牧場
モズベッロ ディープブリランテ Harlan's Holiday 19.2.9 サラ系３歳　未勝利

牡３　鹿 ハーランズルビー Smiling Eyes 京都　　５Ｒ 芝1800ｍ　良

オリエント牧場
ハクユウフライヤー クロフネ Silver Hawk 19.2.3 サラ系３歳　未勝利

牡３　芦 ジョイオブフライト Skillful Joy 京都　　３Ｒ ダ1400ｍ　稍重

オリエント牧場
ロジシルキー ロジユニヴァース ケイムホーム 19.2.3 サラ系３歳　未勝利

牝３　黒鹿 ロジウエスト シルキークラフト 東京　　３Ｒ ダ1600ｍ　稍重

錦岡牧場
ヤマニンスプレモ エイシンフラッシュ サンデーサイレンス 19.2.3 サラ系３歳　未勝利

牡３　青鹿 ヤマニンアリエル ヤマニンパラダイス 京都　　２Ｒ ダ1800ｍ　稍重

ムラカミファーム
フローラルパーク ヘニーヒューズ アグネスタキオン 19.2.3 サラ系３歳　未勝利

牝３　栗 フェアノータム バブルウイングス 東京　　１Ｒ ダ1400ｍ　稍重

株式会社　ノースヒルズ
アングライフェン ステイゴールド パントレセレブル 19.2.2 アルデバランＳ　オープン

牡７　鹿 レッドスレッド シネマスコープ 京都　１１Ｒ ダ1900ｍ　稍重

株式会社　ノースヒルズ
エントシャイデン ディープインパクト サクラバクシンオー 19.2.2 節分Ｓ　１６００万下

牡４　芦 ルシュクル アジアンミーティア 東京　１１Ｒ 芝1600ｍ　良

ヒカル牧場
シングンマイケル シングンオペラ トウカテイオー 19.2.2 サラ系障害４歳上　オープン

セン３　鹿 ジェヴォーナ タケノデュムカ 中京　　５Ｒ 芝3330ｍ　良

隆栄牧場
ショーム エスポワールシチー フレンチデピュティ 19.2.2 サラ系４歳上　１０００万下

牡４　栗 パイクーニャン パイアン 東京　１２Ｒ ダ1600ｍ　良　稍重

松浦牧場
カタナ ロードカナロア Fusaichi Pegasus 19.2.2 サラ系４歳上　５００万下

牡４　鹿 シタール Rose Park 東京　　７Ｒ ダ1400ｍ　稍重

松浦牧場
カムカム ヴァーミリアン アドマイヤベガ 19.2.2 サラ系４歳上　５００万下

牡５　鹿 カムアラウンド エレガントプロウズ 京都　　８Ｒ ダ1400ｍ　稍重

村上　欽哉
フワトロ ネオユニヴァース El Corredor 19.2.2 サラ系４歳上　５００万下

牝４　鹿 ツクバエルドラド ファーストバイオリン 中京　　６Ｒ ダ1900ｍ　稍重

川上牧場
プレイヤーズハイ フリオーソ アグネスタキオン 19.2.2 サラ系３歳　未勝利

牡３　黒鹿 ポレモス クリスマスウィーク 京都　　２Ｒ ダ1800ｍ　稍重

小泉牧場
スナークスター ネオユニヴァース サクラバクシンオー 19.2.2 サラ系３歳　未勝利

セン３　鹿 スナークヒロイン スイートケンメア 京都　　１Ｒ ダ1200ｍ稍重

村上　欽哉
マックスアン ネオユニヴァース El Corredor 19.2.2 サラ系３歳　未勝利

牡３　栗 ツクバエルドラド ファーストバイオリン 東京　　３Ｒ ダ1600ｍ　良　稍重

長浜牧場
ハルクンノテソーロ ファスリエフ ワイルドラッシュ 19.1.27 サラ系４歳上　１０００万下

牡５　黒鹿 トウカイベルタ トウカイティアラ 東京　　８Ｒ ダ1400ｍ　良

新冠橋本牧場
ロジティナ ロジユニヴァース シンボリクリスエス 19.1.27 サラ系４歳上　５００万下

牡４　黒鹿 コヴェンティナ ライクリーティナ 東京　　７Ｒ ダ2100ｍ　良　良

森永　聡
トラストロン ヘニーヒューズ Saint Ballado 19.1.27 サラ系４歳上　５００万下

牝４　黒鹿 セイントブルック Poyal Brook 東京　　４Ｒ 芝1600ｍ　良

村上　欽哉
アオイツヤヒメ ロードカナロア スピニングワールド 19.1.27 サラ系３歳　未勝利

牝３　鹿 ウエストローズ グーニグーフー 中京　　２Ｒ ダ1400ｍ　良

新冠橋本牧場
ケイアイターコイズ キンシャサノキセキ クロフネ 19.1.26 はこべら賞　５００万下

牡３　芦 ケイアイデイジー ケイアイギャラリー 中京　１０Ｒ ダ1400ｍ　良

村田牧場
ダンホーキラー キングヘイロー カコイーシーズ 19.1.26 サラ系３歳　新馬

牡３　青鹿 モガミヒメ モガミポイント 東京　　２Ｒ ダ1400ｍ　良

斉藤　安行
シュガーサンダー キンシャサノキセキ サクラバクシンオー 19.1.26 サラ系３歳　新馬

牡３　鹿 ピーチドラフト ヤマノラヴリー 京都　　４Ｒ ダ1200ｍ　良

小泉牧場
ゴールデンライオン パイロ アドマイヤベガ 19.1.26 サラ系３歳　未勝利

牡３　鹿 アドマイヤジュエル スエヒロジョウオー 中京　　２Ｒ ダ1400ｍ　良

株式会社　ノースヒルズ
キャリーオン タートルボウル スペシャルウィーク 19.1.26 サラ系３歳　未勝利

牡３　鹿 スーリール フローリーブラッド 京都　　３Ｒ ダ1800ｍ　良

株式会社　ノースヒルズ
バーンフライ ゴールドアリュール Uhbridled's Song 19.1.20 サラ系４歳上　１０００万下

牡４　黒鹿 ロードクロサイト Folklore 京都　１２Ｒ ダ1400ｍ　稍重

村田牧場
オーパキャマラード ダンカーク スペシャルウィーク 19.1.20 サラ系３歳　５００万下

牝３　黒鹿 クロワラモー メジェール 京都　　４Ｒ ダ1400ｍ　稍重

タニグチ牧場
サクセスエナジー キンシャサノキセキ ジェングルポケット 19.1.19 すばるＳ　オープン

牡５　黒鹿 サクセスアイニー アワーミスレッグス 京都　１１Ｒ ダ1400ｍ　良

石田牧場
シゲルベンガルトラ プリサイスエンド キングヘイロー 19.1.19 サラ系４歳上　５００万下

牡５　栗 ローズヘイロー ツジノローズ 中山　　８Ｒ ダ1200ｍ　良

村田牧場
アヴォンリー ヘニーヒューズ メジロライアン 19.1.19 サラ系３歳　新馬

牝３　栗 ラヴァーズレーン モガミヒメ 中山　　４Ｒ ダ1200ｍ　良

株式会社　ノースヒルズ
フリーフリッカー トランセンド カリズマティック 19.1.14 サラ系４歳上　１０００万下

牡５　鹿 イコールパートナー グレートキャンティ 京都　　８Ｒ ダ1800ｍ　良

ラツキー牧場
ダウンザライン アドマイヤオーラ オペラハウス 19.1.14 サラ系４歳上　５００万下

牡５　芦 シルキージュエル ルビータイガー 中山　　６Ｒ ダ1800ｍ　良

隆栄牧場
デアフルーグ ベーカバド フレンチデピュティ 19.1.13 黒竹賞　５００万下

牡３　鹿 パイクーニャン パイアン 中山　　９Ｒ ダ1800ｍ　良

パカパカファーム
ブルーアガヴェ ディープインパクト Medaglia d'Oro 19.1.13 サラ系３歳　未勝利

牡３　黒鹿 ペイトンドーロ Jeabus and Jaded 中山　　６Ｒ 芝1600ｍ　良

有限会社新冠タガノファーム
タガノアニード アイルハヴアナザー ネオユニヴァース 19.1.12 サラ系４歳上　５００万下

牝５　黒鹿 タガノガンチーニ ビワパシフィカス 京都　　７Ｒ ダ1400ｍ　良

パカパカファーム
シセイヒテン ノヴェリスト ネオユニヴァース 19.1.12 サラ系４歳上　５００万下

牡４　青 シセイカグヤ シーヴィーナス 中山　１２Ｒ 芝1600ｍ　良

新冠橋本牧場
ザダル トーセンラー Lemon Drop Kid 19.1.12 サラ系３歳　新馬

牡３ 栗 シーザシー Magic Broad 中山　　６Ｒ 芝1600ｍ　良

有限会社新冠タガノファーム
タガノコルソ ロードカナロア Smarty Jones 19.1.12 サラ系３歳　未勝利

牡３　鹿 ブランジェリーナ スチィンガー 京都　　２Ｒ ダ1200ｍ　良

オリエント牧場
テーオーエナジー カネヒキリ Crafty Prospector 19.1.6 ポルックスＳ　オープン

牡４　栗 シルキークラフト Oceana 中山　１１Ｒ ダ1400ｍ　良

株式会社　ノースヒルズ
シュリ ハーツクライ Giant's Causeway 19.1.5 サラ系３歳　新馬

牡３　黒鹿 エーゲリア Girl of Gold 京都　　５Ｒ 芝1800ｍ　良

アラキフアーム
シンゼンマックス カネヒキリ Seeking The Gold 19.1.5 サラ系３歳　未勝利

牡３　栗 スプリングシティ Seattle Special 京都　　３Ｒ ダ1400ｍ　良

【地方】

生産者名
馬　　名 父馬名 母の父 開催年月日 競走名略称

性別・年齢・毛色 母馬名 母の母 開催場所 距離　・　馬上

有限会社新冠タガノファーム
タガノゴールド ゴールドアリュール ブライアンズタイム 19.3.26 六甲盃

牡８　栗 アンテヴォルテ ビワビーナス 園田　１１Ｒ ダ2400ｍ　良

北星村田牧場
アムールリアン ファスリエフ クロフネ 19.3.26 ティアラＣ　Ａ２

牝５　鹿 キャットストリート ファームキャット 浦和　１１Ｒ ダ1400ｍ　良

村上　欽哉
アピア ファスリエフ アグネスタキオン 19.3.21 ダービースタリオンマスターズ賞

セン８　鹿 ウインプレセア パールビコー 大井　１１Ｒ ダ1000ｍ　良

タニグチ牧場
サクセスエナジー キンシャサノキセキ ジェングルポケット 19.3.21 黒船賞（中央交流）　Ｊｐｎ３

牡５　黒鹿 サクセスアイニー アワーミスレッグス 高知　　５Ｒ ダ1400ｍ　不良

ハクツ牧場
ステッペンウルフ サウスヴィグラス アグネスタキオン 19.3.20 京浜盃

牡３　栗 ディープキッス メジロカンムリ 大井　１１Ｒ ダ1700ｍ　良

ハクツ牧場
ミスターバッハ サウスヴィグラス タイキシャトル 19.3.14 駿風スプリント　Ｂ１Ｂ２

牡６　鹿 クリーペル プチアノ 船橋　　８Ｒ ダ1200ｍ　稍重

大林ファーム
サンダーマックス アドマイヤマックス アグネスタキオン 19.3.8 ピスケス賞　Ｂ１三Ｂ２二

牡４　青鹿 プモ フラワーパフューム 大井　１１Ｒ ダ1200ｍ　不良

松浦牧場
ジンギ ロードカナロア ディープインパクト 19.2.21 園田ユースＣ

牡３　鹿 ロイヤルインパクト シーキングロイヤル 園田　１１Ｒ ダ1400ｍ　稍重

ハクツ牧場
ステッペンウルフ サウスヴィグラス アグネスタキオン 19.2.20 フリオーソ・メモリアル

牡３　栗 ディープキッス メジロカンムリ 船橋　　７Ｒ ダ1600ｍ　稍重

山岡ファーム
マイタイザン ファスリエフ ダンスインザダーク 19.2.14 梅見月杯

牡６　鹿 エーピーモモ サヤカ 名古屋　１１Ｒ ダ1900ｍ　良

ハクツ牧場
ステッペンウルフ サウスヴィグラス アグネスタキオン 19.2.8 若獅子特別

牡３　栗 ディープキッス メジロカンムリ 大井　１０Ｒ ダ1600ｍ　重

ヒカル牧場
ヒカリオーソ フリオーソ サウスヴィグラス 19.2.7 雲取賞

牡３　栗 ヒカリヴィグラス マイムーン 大井　１１Ｒ ダ1800ｍ　重

大林ファーム
サンダーマックス アドマイヤマックス アグネスタキオン 19.2.5 アーバンステージ如月賞（中央交流）

牡４　青鹿 プモ フラワーパフューム 大井　１0Ｒ ダ1200ｍ　稍重

安達　洋生
ファーストスキップ アッミラーレ アフリート 19.2.1 馬事畜産振興協議会杯　Ｂ１二Ｂ２一

牝４　鹿 トシザフリート ブレッシング 川崎　１１Ｒ ダ1600ｍ　稍重

アラキフアーム
ウインメディウム ヘニーヒューズ フジキセキ 19.1.31 ジャニュアリースター賞（中央交流）

牝４　栗 アラマササンデー アラマサダンサー 川崎　１０Ｒ ダ1600ｍ　良

川上牧場
トキノパイレーツ モンテロッソ タヤスツヨシ 19.1.31 多摩川オープン【地方交流】　Ａ１

牡４　鹿 エルサフィール ポルタトーリ 川崎　１１Ｒ ダ1600ｍ　良

土井牧場
アリアナティー ローエングリン タギノギムレット 19.1.17 園田クイーンセレクション

牝３　黒鹿 スーパーマダム オメガフォーチェン 園田　１１Ｒ ダ1400ｍ　良

村上　欽哉
アピア ファスリエフ アグネスタキオン 19.1.16 船橋記念

セン８　鹿 ウインプレセア パールビコー 船橋　１１Ｒ ダ1000ｍ　良

大栄牧場
ロマンコスモ ファルブラヴ エンドスウィープ 19.1.15 初鷹スプリント　Ｂ１Ｂ２

セン６　栗 エクストラニュース スケアヘッドライン 船橋　１０Ｒ ダ1000ｍ　良

細川農場
シントーアサヒ ストロングリターン ゴールドアリュール 19.1.15 アジュディミツオー・メモリアル　一

牝３　栗 ケセラセラ アニーブラウン 船橋　　４Ｒ ダ1600ｍ　良

川島牧場
ゼンノウラヌス ゼンノロブロイ Bertolini 19.1.2 時計修理のクイック新春記念　Ｂ１二Ｂ２一

牡７　黒鹿 ウインアンジェラス エシュクアルバー 川崎　１１Ｒ ダ1500ｍ　良


