
※ 仮定名称登録者は仮定名称を表示しています。

（出走率％＝出走実頭数／所有頭数） （勝率％＝１着延頭数／出走延頭数）

アスコルターレ　　　　　　　　　　　　　　　　　

アルーシャ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ヴァンランディ　　　　　　　　　　　　　　　　　

ウェスタールンド　　　　　　　　　　　　　　　　

グランアレグリア　　　　　　　　　　　　　　　　

クリデュクール　　　　　　　　　　　　　　　　　

グレナディアガーズ　　　　　　　　　　　　　　　

グレートウォリアー　　　　　　　　　　　　　　　

クロノジェネシス　　　　　　　　　　　　　　　　

クロノメーター　　　　　　　　　　　　　　　　　

グロンディオーズ　　　　　　　　　　　　　　　　

シュネルマイスター　　　　　　　　　　　　　　　

タイムフライヤー　　　　　　　　　　　　　　　　

ディアスティマ　　　　　　　　　　　　　　　　　

ティグラーシャ　　　　　　　　　　　　　　　　　

デターミネーション　　　　　　　　　　　　　　　

デュアリスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ドナアトラエンテ　　　　　　　　　　　　　　　　

ドナウデルタ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バティスティーニ　　　　　　　　　　　　　　　　

パフォーマプロミス　　　　　　　　　　　　　　　

パルティアーモ　　　　　　　　　　　　　　　　　

フィエールマン　　　　　　　　　　　　　　　　　

フォイヤーヴェルク　　　　　　　　　　　　　　　

プライドランド　　　　　　　　　　　　　　　　　

ポンデザール　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ラッキーライラック　　　　　　　　　　　　　　　

リトミカメンテ　　　　　　　　　　　　　　　　　

ルフトシュトローム　　　　　　　　　　　　　　　

レティキュール　　　　　　　　　　　　　　　　　

アストラエンブレム　　　　　　　　　　　　　　　

アルコレーヌ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

アルセスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

アーデンフォレスト　　　　　　　　　　　　　　　

アーモンドアイ　　　　　　　　　　　　　　　　　

インディチャンプ　　　　　　　　　　　　　　　　

インビジブルレイズ　　　　　　　　　　　　　　　

ヴィッセン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

オーソリティ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

クライムメジャー　　　　　　　　　　　　　　　　

※  本会馬主の所有する本会所属馬の中央競馬にお

もみじステークス　　　　　　　　

パラダイスステークス（Ｌ）　　　

Ｍテイエムオペラオー　　　　　　

元町ステークス　　　　　　　　　

アンタレスステークス（Ｇ

安田記念（Ｇ

スプリンターズＳ（Ｇ

マイルチャンピオンＳ（Ｇ

再度山特別　　　　　　　　　　　

朝日フューチュリティ（Ｇ

清里特別　　　　　　　　　　　　

京都記念（Ｇ

宝塚記念（Ｇ

有馬記念（Ｇ

黄梅賞　　　　　　　　　　　　　

鷹巣山特別　　　　　　　　　　　

六社ステークス　　　　　　　　　

ひいらぎ賞　　　　　　　　　　　

マリーンステークス　　　　　　　

エルムステークス（Ｇ

グッドラックハンデ　　　　　　　

三木特別　　　　　　　　　　　　

播磨ステークス　　　　　　　　　

ヤマボウシ賞　　　　　　　　　　

調布特別　　　　　　　　　　　　

石清水ステークス　　　　　　　　

ポートアイランドＳ（Ｌ）　　　　

羅生門ステークス　　　　　　　　

鳴尾記念（Ｇ

弥彦特別　　　　　　　　　　　　

天皇賞（春）（Ｇ

新潟ジャンプＳ（Ｊ・Ｇ

猪名川特別　　　　　　　　　　　

札幌日経オープン（Ｌ）　　　　　

大阪杯（Ｇ

エリザベス女王杯（Ｇ

桑折特別　　　　　　　　　　　　

武田尾特別　　　　　　　　　　　

ニュージーランドＴ（Ｇ

江坂特別　　　　　　　　　　　　

谷川岳ステークス（Ｌ）　　　　　

ラピスラズリＳ（Ｌ）　　　　　　

天草特別　　　　　　　　　　　　

岩船特別　　　　　　　　　　　　

新発田城特別　　　　　　　　　　

ヴィクトリアマイル（Ｇ

天皇賞（秋）（Ｇ

ジャパンカップ（Ｇ

読売マイラーズカップ（Ｇ

白富士ステークス（Ｌ）　　　　　

睦月賞　　　　　　　　　　　　　

テレビ東京杯青葉賞（Ｇ

アルゼンチン共和国杯（Ｇ

新春ステークス　　　　　　　　　

ける成績を
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※ 仮定名称登録者は仮定名称を表示しています。

（出走率％＝出走実頭数／所有頭数） （勝率％＝１着延頭数／出走延頭数）

クレッセントムーン　　　　　　　　　　　　　　　

グローリーヴェイズ　　　　　　　　　　　　　　　

サラキア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

サリオス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

シェダル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

スイープセレリタス　　　　　　　　　　　　　　　

ステイオンザトップ　　　　　　　　　　　　　　　

スペードエース　　　　　　　　　　　　　　　　　

セントオブゴールド　　　　　　　　　　　　　　　

ソニックベガ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ダイアトニック　　　　　　　　　　　　　　　　　

テルツェット　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ドゥラモンド　　　　　　　　　　　　　　　　　　

トリコロールブルー　　　　　　　　　　　　　　　

ナイトバナレット　　　　　　　　　　　　　　　　

ヒンドゥタイムズ　　　　　　　　　　　　　　　　

ビーマイオーシャン　　　　　　　　　　　　　　　

ブラストワンピース　　　　　　　　　　　　　　　

ブランノワール　　　　　　　　　　　　　　　　　

プリモシーン　　　　　　　　　　　　　　　　　　

マグナレガーロ　　　　　　　　　　　　　　　　　

ミステリオーソ　　　　　　　　　　　　　　　　　

モーソンピーク　　　　　　　　　　　　　　　　　

ラウダシオン　　　　　　　　　　　　　　　　　　

リアアメリア　　　　　　　　　　　　　　　　　　

レクセランス　　　　　　　　　　　　　　　　　　

アヌラーダプラ　　　　　　　　　　　　　　　　　

アーズローヴァー　　　　　　　　　　　　　　　　

ヴェスターヴァルト　　　　　　　　　　　　　　　

エフフォーリア　　　　　　　　　　　　　　　　　

エリスライト　　　　　　　　　　　　　　　　　　

エルデュクラージュ　　　　　　　　　　　　　　　

エングレーバー　　　　　　　　　　　　　　　　　

オーソクレース　　　　　　　　　　　　　　　　　

カウディーリョ　　　　　　　　　　　　　　　　　

カテドラル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

クラヴェル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

クルーガー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

クロワドフェール　　　　　　　　　　　　　　　　

サクセッション　　　　　　　　　　　　　　　　　

ザダル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

サンクテュエール　　　　　　　　　　　　　　　　

サートゥルナーリア　　　　　　　　　　　　　　　

ジェネティクス　　　　　　　　　　　　　　　　　

シュヴァリエローズ　　　　　　　　　　　　　　　

シーズンズギフト　　　　　　　　　　　　　　　　

センテリュオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※  本会馬主の所有する本会所属馬の中央競馬にお

ベストウィッシュＣ　　　　　　　

京都大賞典（Ｇ

小倉日経オープン　　　　　　　　

アイルランド府中牝馬（Ｇ

毎日王冠（Ｇ

大通公園特別　　　　　　　　　　

仲冬ステークス　　　　　　　　　

晩春ステークス　　　　　　　　　

六波羅特別　　　　　　　　　　　

アルメリア賞　　　　　　　　　　

山藤賞　　　　　　　　　　　　　

あずさ賞　　　　　　　　　　　　

函館スプリントＳ（Ｇ

村上特別　　　　　　　　　　　　

国立特別　　　　　　　　　　　　

アスター賞　　　　　　　　　　　

ケフェウスステークス　　　　　　

西日本スポーツ杯　　　　　　　　

下鴨ステークス　　　　　　　　　

積丹特別　　　　　　　　　　　　

アメリカジョッキーＣ（Ｇ

うずしおステークス　　　　　　　

東京新聞杯（Ｇ

舞鶴ステークス　　　　　　　　　

相馬特別　　　　　　　　　　　　

栄特別　　　　　　　　　　　　　

クロッカスステークス（Ｌ）　　　

ＮＨＫマイルカップ（Ｇ

関西ＴＶローズＳ（Ｇ

福寿草特別　　　　　　　　　　　

すみれステークス（Ｌ）　　　　　

ＨＴＢ杯　　　　　　　　　　　　

知立特別　　　　　　　　　　　　

飛

百日草特別　　　　　　　　　　　

南相馬特別　　　　　　　　　　　

ブリリアントＳ（Ｌ）　　　　　　

スレイプニルＳ　　　　　　　　　



アイビーステークス（Ｌ）　　　　

関門橋ステークス　　　　　　　　

朱鷺ステークス（Ｌ）　　　　　　

三面川特別　　　　　　　　　　　

ダービー卿チャレンジ（Ｇ

豊川特別　　　　　　　　　　　　

ジュニアカップ（Ｌ）　　　　　　

関越ステークス　　　　　　　　　

日刊スポシンザン記念（Ｇ

金鯱賞（Ｇ

藤森ステークス　　　　　　　　　

りんくうステークス　　　　　　　

萩ステークス（Ｌ）　　　　　　　

若竹賞　　　　　　　　　　　　　

産経賞オールカマー（Ｇ

け
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※ 仮定名称登録者は仮定名称を表示しています。

（出走率％＝出走実頭数／所有頭数） （勝率％＝１着延頭数／出走延頭数）

ソルドラード　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ダイアナブライト　　　　　　　　　　　　　　　　

ノーブルワークス　　　　　　　　　　　　　　　　

ハーメティキスト　　　　　　　　　　　　　　　　

ファーストフォリオ　　　　　　　　　　　　　　　

ベレヌス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

マルシュロレーヌ　　　　　　　　　　　　　　　　

モントライゼ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ライティア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ライトウォーリア　　　　　　　　　　　　　　　　

リリーバレロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

レイパパレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

アンドラステ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

イノセントミューズ　　　　　　　　　　　　　　　

ヴァンドギャルド　　　　　　　　　　　　　　　　

カーロバンビーナ　　　　　　　　　　　　　　　　

シングフォーユー　　　　　　　　　　　　　　　　

セントレオナード　　　　　　　　　　　　　　　　

ダンスディライト　　　　　　　　　　　　　　　　

デゼル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

トロワゼトワル　　　　　　　　　　　　　　　　　

ノーブルカリナン　　　　　　　　　　　　　　　　

バラックパリンカ　　　　　　　　　　　　　　　　

ビッグスモーキー　　　　　　　　　　　　　　　　

ヒートオンビート　　　　　　　　　　　　　　　　

ファルコニア　　　　　　　　　　　　　　　　　　

フィードバック　　　　　　　　　　　　　　　　　

ベストアクター　　　　　　　　　　　　　　　　　

ベストタッチダウン　　　　　　　　　　　　　　　

ランブリングアレー　　　　　　　　　　　　　　　

リバティハイツ　　　　　　　　　　　　　　　　　

リリーピュアハート　　　　　　　　　　　　　　　

リンディーホップ　　　　　　　　　　　　　　　　

アイスストーム　　　　　　　　　　　　　　　　　

ウォルフズハウル　　　　　　　　　　　　　　　　

エンシュラウド　　　　　　　　　　　　　　　　　

キャンディストーム　　　　　　　　　　　　　　　

ケープコッド　　　　　　　　　　　　　　　　　　

コンパウンダー　　　　　　　　　　　　　　　　　

ゴールドスミス　　　　　　　　　　　　　　　　　

サヴィ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※  本会馬主の所有する本会所属馬の中央競馬にお

青梅特別　　　　　　　　　　　　

ＪＲＡアニバーサリー　　　　　　

喜多方特別　　　　　　　　　　　

富里特別　　　　　　　　　　　　

札幌スポニチ賞　　　　　　　　　

ひめさゆり賞　　　　　　　　　　

木曽川特別　　　　　　　　　　　

四国新聞杯　　　　　　　　　　　

桜島ステークス　　　　　　　　　

京王杯２歳ステークス（Ｇ

甲東特別　　　　　　　　　　　　

インディアトロフィー　　　　　　

高尾特別　　　　　　　　　　　　

糸魚川特別　　　　　　　　　　　

大原ステークス　　　　　　　　　

チャレンジカップ（Ｇ

パールステークス　　　　　　　　

太宰府特別　　　　　　　　　　　

富士ステークス（Ｇ

陣馬特別　　　　　　　　　　　　

テレ玉杯　　　　　　　　　　　　

青嵐賞　　　　　　　　　　　　　

能勢特別　　　　　　　　　　　　

オリオンステークス　　　　　　　

スイートピーＳ（Ｌ）　　　　　　

京成杯オータムハンデ（Ｇ

木津川特別　　　　　　　　　　　

御堂筋ステークス　　　　　　　　

清秋ジャンプＳ　　　　　　　　　

甲武特別　　　　　　　　　　　　

鳴滝特別　　　　　　　　　　　　

あすなろ賞　　　　　　　　　　　

アレキサンドライトＳ　　　　　　

雲雀ステークス　　　　　　　　　

阪急杯（Ｇ

北山ステークス　　　　　　　　　

太秦ステークス　　　　　　　　　

日田特別　　　　　　　　　　　　

糺の森特別　　　　　　　　　　　

垂水ステークス　　　　　　　　　

カシオペアステークス（Ｌ）　　　

夕刊フジ杯オパールＳ（Ｌ）　　　

ゆりかもめ賞　　　　　　　　　　

本栖湖特別　　　　　　　　　　　

ユートピアステークス　　　　　　

メイステークス　　　　　　　　　

燧ヶ岳特別　　　　　　　　　　　

イルミネーションＪＳ　　　　　　

丹波特別　　　　　　　　　　　　

セプテンバーＳ　　　　　　　　　

帆柱山特別　　　　　　　　　　　

桂川ステークス　　　　　　　　　

鹿野山特別　　　　　　　　　　　

天保山ステークス　　　　　　　　
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※  仮定名称登録者は仮定名称を表示しています。

（出走率％＝出走実頭数／所有頭数） （勝率％＝１着延頭数／出走延頭数）

サマーエモーション　　　　　　　　　　　　　　　

サマーセント　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ショックアクション　　　　　　　　　　　　　　　

ソフトフルート　　　　　　　　　　　　　　　　　

ソロフレーズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ターキッシュパレス　　　　　　　　　　　　　　　

ダーリントンホール　　　　　　　　　　　　　　　

デザートストーム　　　　　　　　　　　　　　　　

テリトーリアル　　　　　　　　　　　　　　　　　

トリプルエース　　　　　　　　　　　　　　　　　

バスカヴィル　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ハートウォーミング　　　　　　　　　　　　　　　

バールドバイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

プリディカメント　　　　　　　　　　　　　　　　

ブルーエクセレンス　　　　　　　　　　　　　　　

ブルースピリット　　　　　　　　　　　　　　　　

ホールシバン　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ライトオンキュー　　　　　　　　　　　　　　　　

ラヴアンドポップ　　　　　　　　　　　　　　　　

ランドルーラー　　　　　　　　　　　　　　　　　

リョウガ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

レシプロケイト　　　　　　　　　　　　　　　　　

レモンポップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ロケット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

メイショウアリソン　　　　　　　　　　　　　　　

メイショウウズマサ　　　　　　　　　　　　　　　

メイショウオーパス　　　　　　　　　　　　　　　

メイショウカズサ　　　　　　　　　　　　　　　　

メイショウギガース　　　　　　　　　　　　　　　

メイショウキョウジ　　　　　　　　　　　　　　　

メイショウソテツ　　　　　　　　　　　　　　　　

メイショウダジン　　　　　　　　　　　　　　　　

メイショウダッサイ　　　　　　　　　　　　　　　

メイショウチタン　　　　　　　　　　　　　　　　

メイショウテンスイ　　　　　　　　　　　　　　　

メイショウホウトウ　　　　　　　　　　　　　　　

メイショウボサツ　　　　　　　　　　　　　　　　

メイショウマトイ　　　　　　　　　　　　　　　　

メイショウミモザ　　　　　　　　　　　　　　　　

メイショウモウコ　　　　　　　　　　　　　　　　

メイショウワザシ　　　　　　　　　　　　　　　　

アカイトリノムスメ　　　　　　　　　　　　　　　

ウーリリ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※  本会馬主の所有する本会所属馬の中央競馬にお

石狩特別　　　　　　　　　　　　

北大路特別　　　　　　　　　　　

マーメイドステークス（Ｇ

新潟２歳ステークス（Ｇ

矢車賞　　　　　　　　　　　　　

夕月特別　　　　　　　　　　　　

日本海ステークス　　　　　　　　

信濃川特別　　　　　　　　　　　

共同通信杯（Ｇ

ギャラクシーＳ　　　　　　　　　

オクトーバーＳ（Ｌ）　　　　　　

サンタクロースＨ　　　　　　　　

利根川特別　　　　　　　　　　　

丹沢ステークス　　　　　　　　　

胎内川特別　　　　　　　　　　　

秩父特別　　　　　　　　　　　　

山城ステークス　　　　　　　　　

春日山特別　　　　　　　　　　　

秋明菊賞　　　　　　　　　　　　

もちの木賞　　　　　　　　　　　

ＵＨＢ賞　　　　　　　　　　　　

東京ジャンプＳ（Ｊ・Ｇ

小郡特別　　　　　　　　　　　　

合馬特別　　　　　　　　　　　　

木古内特別　　　　　　　　　　　

天王寺特別　　　　　　　　　　　

安芸ステークス　　　　　　　　　

カトレアステークス　　　　　　　

心斎橋ステークス　　　　　　　　

河原町ステークス　　　　　　　　

河口湖特別　　　　　　　　　　　

長岡京ステークス　　　　　　　　

九州スポーツ杯　　　　　　　　　

栞ステークス　　　　　　　　　　

越後ステークス　　　　　　　　　

巌流島特別　　　　　　　　　　　

船橋ステークス　　　　　　　　　

浦佐特別　　　　　　　　　　　　

くすのき賞　　　　　　　　　　　

ペガサスジャンプＳ　　　　　　　

東京ハイジャンプ（Ｊ・Ｇ

中山大障害（Ｊ・Ｇ

舞子特別　　　　　　　　　　　　

大阪スポーツ杯　　　　　　　　　

グリーンチャンネルＣ（Ｌ）　　　

三田特別　　　　　　　　　　　　

大寒桜賞　　　　　　　　　　　　

竹田城ステークス　　　　　　　　

下北半島特別　　　　　　　　　　

手稲山特別　　　　　　　　　　　

須磨特別　　　　　　　　　　　　

総武ステークス　　　　　　　　　

赤松賞　　　　　　　　　　　　　

節分ステークス　　　　　　　　　

ける成績を対象
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※ 仮定名称登録者は仮定名称を表示しています。

（出走率％＝出走実頭数／所有頭数） （勝率％＝１着延頭数／出走延頭数）

カントル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

グレートタイム　　　　　　　　　　　　　　　　　

サイクロトロン　　　　　　　　　　　　　　　　　

ソダシ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ハヤヤッコ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ヒュッゲ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

フォギーナイト　　　　　　　　　　　　　　　　　

ボスジラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ポタジェ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ボッケリーニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ミヤマザクラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ユーキャンスマイル　　　　　　　　　　　　　　　

ヨーホーレイク　　　　　　　　　　　　　　　　　

ラインベック　　　　　　　　　　　　　　　　　　

レピアーウィット　　　　　　　　　　　　　　　　

レースガーデン　　　　　　　　　　　　　　　　　

アリンナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

アレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

オルダージュ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

シュエットヌーベル　　　　　　　　　　　　　　　

チェアリングソング　　　　　　　　　　　　　　　

デアリングタクト　　　　　　　　　　　　　　　　

バンクオブクラウズ　　　　　　　　　　　　　　　

ルクシオン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ダノンキングリー　　　　　　　　　　　　　　　　

ダノングロワール　　　　　　　　　　　　　　　　

ダノンザキッド　　　　　　　　　　　　　　　　　

ダノンスプレンダー　　　　　　　　　　　　　　　

ダノンスマッシュ　　　　　　　　　　　　　　　　

ダノンテイオー　　　　　　　　　　　　　　　　　

ダノンファスト　　　　　　　　　　　　　　　　　

ダノンファンタジー　　　　　　　　　　　　　　　

ダノンフェイス　　　　　　　　　　　　　　　　　

サトノアーサー　　　　　　　　　　　　　　　　　

サトノインプレッサ　　　　　　　　　　　　　　　

※  本会馬主の所有する本会所属馬の中央競馬にお

六甲ステークス（Ｌ）　　　　　　

長久手特別　　　　　　　　　　　

夏至ステークス　　　　　　　　　

高砂特別　　　　　　　　　　　　

札幌２歳ステークス（Ｇ

アルテミスステークス（Ｇ

阪神ジュベナイルＦ（Ｇ

ブラジルカップ（Ｌ）　　　　　　

白百合ステークス（Ｌ）　　　　　

白嶺ステークス　　　　　　　　　

早春ステークス　　　　　　　　　

丹頂ステークス　　　　　　　　　

生田特別　　　　　　　　　　　　

西部日刊スポーツ杯　　　　　　　

岸和田ステークス　　　　　　　　

花見小路特別　　　　　　　　　　

江の島ステークス　　　　　　　　

中日新聞杯（Ｇ

デイリー杯クイーンＣ（Ｇ

阪神大賞典（Ｇ

紫菊賞　　　　　　　　　　　　　

西脇特別　　　　　　　　　　　　

ラジオ日本賞　　　　　　　　　　

遊楽部特別　　　　　　　　　　　

ライラック賞　　　　　　　　　　

バーデンバーデンＣ　　　　　　　

北摂特別　　　　　　　　　　　　

飯坂温泉特別　　　　　　　　　　

湯の川温泉特別　　　　　　　　　

千歳特別　　　　　　　　　　　　

会津特別　　　　　　　　　　　　

エルフィンステークス（Ｌ）　　　

桜花賞（Ｇ

優駿牝馬（Ｇ

秋華賞（Ｇ

伊勢佐木特別　　　　　　　　　　

福島２歳ステークス　　　　　　　

中山記念（Ｇ

九十九里特別　　　　　　　　　　

東京スポーツ杯２歳Ｓ（Ｇ

ホープフルステークス（Ｇ

與杼特別　　　　　　　　　　　　

フィリピントロフィー　　　　　　

夕刊フジオーシャンＳ（Ｇ

京王杯スプリングＣ（Ｇ

産経賞セントウルＳ（Ｇ

大津特別　　　　　　　　　　　　

灘ステークス　　　　　　　　　　

天の川賞　　　　　　　　　　　　

北総ステークス　　　　　　　　　

阪神カップ（Ｇ

すばるステークス（Ｌ）　　　　　

関屋記念（Ｇ

こぶし賞　　　　　　　　　　　　

ける成績を
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※ 仮定名称登録者は仮定名称を表示しています。

（出走率％＝出走実頭数／所有頭数） （勝率％＝１着延頭数／出走延頭数）

サトノウィザード　　　　　　　　　　　　　　　　

サトノギャロス　　　　　　　　　　　　　　　　　

サトノダムゼル　　　　　　　　　　　　　　　　　

サトノフウジン　　　　　　　　　　　　　　　　　

サトノフラッグ　　　　　　　　　　　　　　　　　

サトノラディウス　　　　　　　　　　　　　　　　

サトノラファール　　　　　　　　　　　　　　　　

サトノレイナス　　　　　　　　　　　　　　　　　

レッドアステル　　　　　　　　　　　　　　　　　

レッドアネモス　　　　　　　　　　　　　　　　　

レッドアルマーダ　　　　　　　　　　　　　　　　

レッドアンシェル　　　　　　　　　　　　　　　　

レッドガラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　

レッドサイオン　　　　　　　　　　　　　　　　　

レッドフィオナ　　　　　　　　　　　　　　　　　

レッドフレイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

レッドベルオーブ　　　　　　　　　　　　　　　　

レッドルゼル　　　　　　　　　　　　　　　　　　

レッドルーヴル　　　　　　　　　　　　　　　　　

レッドレグナント　　　　　　　　　　　　　　　　

アウィルアウェイ　　　　　　　　　　　　　　　　

エスタジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

オールアットワンス　　　　　　　　　　　　　　　

カセドラルベル　　　　　　　　　　　　　　　　　

グレイシア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

コンドゥクシオン　　　　　　　　　　　　　　　　

コーラルプリンセス　　　　　　　　　　　　　　　

セプタリアン　　　　　　　　　　　　　　　　　　

オールザワールド　　　　　　　　　　　　　　　　

コントレイル　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ディープボンド　　　　　　　　　　　　　　　　　

リメンバーメモリー　　　　　　　　　　　　　　　

ウインアイルビータ　　　　　　　　　　　　　　　

ウインアグライア　　　　　　　　　　　　　　　　

ウインガナドル　　　　　　　　　　　　　　　　　

ウインカーネリアン　　　　　　　　　　　　　　　

ウインキートス　　　　　　　　　　　　　　　　　

ウインスピリタス　　　　　　　　　　　　　　　　

ウインネプチューン　　　　　　　　　　　　　　　

ウインマイティー　　　　　　　　　　　　　　　　

ウインマリリン　　　　　　　　　　　　　　　　　

※  本会馬主の所有する本会所属馬の中央競馬にお

毎日杯（Ｇ

月岡温泉特別　　　　　　　　　　

立雲峡ステークス　　　　　　　　

錦秋ステークス　　　　　　　　　

佐渡ステークス　　　　　　　　　

フリージア賞　　　　　　　　　　

芦ノ湖特別　　　　　　　　　　　

報知弥生ディープ記念（Ｇ

箱根特別　　　　　　　　　　　　

端午ステークス　　　　　　　　　

サフラン賞　　　　　　　　　　　

甲斐路ステークス　　　　　　　　

クイーンステークス（Ｇ

二王子特別　　　　　　　　　　　

国分寺特別　　　　　　　　　　　

ＨＴＢ賞　　　　　　　　　　　　

ＴＶ西日本北九州記念（Ｇ

大阪城ステークス（Ｌ）　　　　　

春興ステークス　　　　　　　　　

かもめ島特別　　　　　　　　　　

立夏ステークス　　　　　　　　　

デイリー杯２歳Ｓ（Ｇ

橿原ステークス　　　　　　　　　

コーラルステークス（Ｌ）　　　　

室町ステークス　　　　　　　　　

英彦山特別　　　　　　　　　　　

多摩川ステークス　　　　　　　　

シルクロードＳ（Ｇ

千葉日報杯　　　　　　　　　　　

カンナステークス　　　　　　　　

京橋特別　　　　　　　　　　　　

博多ステークス　　　　　　　　　

御宿特別　　　　　　　　　　　　

山桜賞　　　　　　　　　　　　　

大島特別　　　　　　　　　　　　

戎橋特別　　　　　　　　　　　　

都井岬特別　　　　　　　　　　　

皐月賞（Ｇ

東京優駿（Ｇ

神戸新聞杯（Ｇ

菊花賞（Ｇ

京都新聞杯（Ｇ

粟島特別　　　　　　　　　　　　

閃光特別　　　　　　　　　　　　

コスモス賞　　　　　　　　　　　

むらさき賞　　　　　　　　　　　

茨城新聞杯　　　　　　　　　　　

ルスツ特別　　　　　　　　　　　

土湯温泉特別　　　　　　　　　　

八幡特別　　　　　　　　　　　　

麒麟山特別　　　　　　　　　　　

デイジー賞　　　　　　　　　　　

忘れな草賞（Ｌ）　　　　　　　　

ミモザ賞　　　　　　　　　　　　

ける成績を
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※ 仮定名称登録者は仮定名称を表示しています。

（出走率％＝出走実頭数／所有頭数） （勝率％＝１着延頭数／出走延頭数）

ウインユニファイド　　　　　　　　　　　　　　　

ウインレフィナード　　　　　　　　　　　　　　　

ヴォカツィオーネ　　　　　　　　　　　　　　　　

エンゲルヘン　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ブルーバード　　　　　　　　　　　　　　　　　　

マイネルアムニス　　　　　　　　　　　　　　　　

マイネルウィルトス　　　　　　　　　　　　　　　

マイネルオスカル　　　　　　　　　　　　　　　　

マイネルサーパス　　　　　　　　　　　　　　　　

マイネルズイーガー　　　　　　　　　　　　　　　

マイネルソラス　　　　　　　　　　　　　　　　　

アンティシペイト　　　　　　　　　　　　　　　　

ヴァルディゼール　　　　　　　　　　　　　　　　

ウラヌスチャーム　　　　　　　　　　　　　　　　

クロスセル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

セウラサーリ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ゼーゲン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

デクレアラー　　　　　　　　　　　　　　　　　　

レーガノミクス　　　　　　　　　　　　　　　　　

アングルティール　　　　　　　　　　　　　　　　

エレヴァート　　　　　　　　　　　　　　　　　　

カバジェーロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

セラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バーンスター　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ペオース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ミスディレクション　　　　　　　　　　　　　　　

アヴィオール　　　　　　　　　　　　　　　　　　

アルピニズム　　　　　　　　　　　　　　　　　　

セラピア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

テトラルキア　　　　　　　　　　　　　　　　　　

トゥラヴェスーラ　　　　　　　　　　　　　　　　

トランスナショナル　　　　　　　　　　　　　　　

ヒロイックテイル　　　　　　　　　　　　　　　　

プールヴィル　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ランドオブリバティ　　　　　　　　　　　　　　　

ワイプティアーズ　　　　　　　　　　　　　　　　

アフランシール　　　　　　　　　　　　　　　　　

エントシャイデン　　　　　　　　　　　　　　　　

カデナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

クリンチャー　　　　　　　　　　　　　　　　　　

コルテジア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ジャンダルム　　　　　　　　　　　　　　　　　　

スパイクナード　　　　　　　　　　　　　　　　　

ポールネイロン　　　　　　　　　　　　　　　　　

アルテラローザ　　　　　　　　　　　　　　　　　

ロードアクア　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※  本会馬主の所有する本会所属馬の中央競馬にお

サンスポ賞フローラＳ（Ｇ

上賀茂ステークス　　　　　　　　

ジュライステークス（Ｌ）　　　　

柏崎特別　　　　　　　　　　　　

釧路湿原特別　　　　　　　　　　

サンライズステークス　　　　　　

ダリア賞　　　　　　　　　　　　

五泉特別　　　　　　　　　　　　

飯盛山特別　　　　　　　　　　　

紫野特別　　　　　　　　　　　　

天ケ瀬特別　　　　　　　　　　　

福島民報杯（Ｌ）　　　　　　　　

洞爺湖特別　　　　　　　　　　　

利尻特別　　　　　　　　　　　　

阿寒湖特別　　　　　　　　　　　

洛陽ステークス（Ｌ）　　　　　　

メトロポリタンＳ（Ｌ）　　　　　

新潟牝馬ステークス　　　　　　　

水仙賞　　　　　　　　　　　　　

城崎特別　　　　　　　　　　　　

町田特別　　　　　　　　　　　　

白井特別　　　　　　　　　　　　

奥尻特別　　　　　　　　　　　　

十日町特別　　　　　　　　　　　

壬生特別　　　　　　　　　　　　

さわらび賞　　　　　　　　　　　

呉竹賞　　　　　　　　　　　　　

奥羽ステークス　　　　　　　　　

平城京ステークス　　　　　　　　

尼崎ステークス　　　　　　　　　

隅田川特別　　　　　　　　　　　

ハッピーエンドカップ　　　　　　

摂津特別　　　　　　　　　　　　

難波ステークス　　　　　　　　　

成田特別　　　　　　　　　　　　

福島テレビオープン　　　　　　　

チバテレ杯　　　　　　　　　　　

昇仙峡特別　　　　　　　　　　　

晩秋ステークス　　　　　　　　　

オーロカップ（Ｌ）　　　　　　　

芙蓉ステークス　　　　　　　　　

スピカステークス　　　　　　　　

宇治川特別　　　　　　　　　　　

新潟日報賞　　　　　　　　　　　

安土城ステークス（Ｌ）　　　　　

小倉大賞典（Ｇ

みやこステークス（Ｇ

きさらぎ賞（Ｇ

ニューイヤーＳ（Ｌ）　　　　　　

信越ステークス（Ｌ）　　　　　　

鳥取特別　　　　　　　　　　　　

ききょうステークス　　　　　　　

富良野特別　　　　　　　　　　　

別府特別　　　　　　　　　　　　

ける成績を対象
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※ 仮定名称登録者は仮定名称を表示しています。

（出走率％＝出走実頭数／所有頭数） （勝率％＝１着延頭数／出走延頭数）

ロードアクシス　　　　　　　　　　　　　　　　　

ロードエース　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ロードグラディオ　　　　　　　　　　　　　　　　

ロードブレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ロードラズライト　　　　　　　　　　　　　　　　

ロードレガリス　　　　　　　　　　　　　　　　　

タガノアスワド　　　　　　　　　　　　　　　　　

タガノエスプレッソ　　　　　　　　　　　　　　　

タガノカルラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

タガノスカイハイ　　　　　　　　　　　　　　　　

タガノディアマンテ　　　　　　　　　　　　　　　

アユツリオヤジ　　　　　　　　　　　　　　　　　

モズアスコット　　　　　　　　　　　　　　　　　

モズスーパーフレア　　　　　　　　　　　　　　　

モズベッロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

サンレイポケット　　　　　　　　　　　　　　　　

スズカコーズライン　　　　　　　　　　　　　　　

スズカフェラリー　　　　　　　　　　　　　　　　

スズカフューラー　　　　　　　　　　　　　　　　

スズカプレスト　　　　　　　　　　　　　　　　　

スズカフロンティア　　　　　　　　　　　　　　　

スズカモナミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

スズカロング　　　　　　　　　　　　　　　　　　

アヴァンティスト　　　　　　　　　　　　　　　　

ウィズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

カツジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

シヴァージ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ドリームソルジャー　　　　　　　　　　　　　　　

ペガーズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ヘルシャフト　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ガゼボ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

カラミンサ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

キングストンボーイ　　　　　　　　　　　　　　　

ザイラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

パールデュー　　　　　　　　　　　　　　　　　　

フィアーノロマーノ　　　　　　　　　　　　　　　

フォッサマグナ　　　　　　　　　　　　　　　　　

ボーサンシー　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ニシノコデマリ　　　　　　　　　　　　　　　　　

ニシノストーム　　　　　　　　　　　　　　　　　

ニシノドレッシー　　　　　　　　　　　　　　　　

トーセンカンビーナ　　　　　　　　　　　　　　　

トーセングラン　　　　　　　　　　　　　　　　　

トーセンスーリヤ　　　　　　　　　　　　　　　　

※  本会馬主の所有する本会所属馬の中央競馬にお

北陸ステークス　　　　　　　　　

韓国馬事会杯　　　　　　　　　　

やまびこステークス　　　　　　　

銀蹄ステークス　　　　　　　　　

桃山ステークス　　　　　　　　　

ＢＳＮ賞（Ｌ）　　　　　　　　　

初風ステークス　　　　　　　　　

雅ステークス　　　　　　　　　　

アルデバランＳ　　　　　　　　　

マレーシアカップ　　　　　　　　

三木ホースランドＪＳ　　　　　　

阪神ジャンプＳ（Ｊ・Ｇ

京都ジャンプＳ（Ｊ・Ｇ

医王寺特別　　　　　　　　　　　

由比ヶ浜特別　　　　　　　　　　

万葉ステークス　　　　　　　　　

テレビユー福島賞　　　　　　　　

根岸ステークス（Ｇ

フェブラリーＳ（Ｇ

高松宮記念（Ｇ

日経新春杯（Ｇ

中京スポニチ賞　　　　　　　　　

ジューンステークス　　　　　　　

大和ステークス　　　　　　　　　

大牟田特別　　　　　　　　　　　



京都ハイジャンプ（Ｊ・Ｇ

加古川特別　　　　　　　　　　　

フォーチュンカップ　　　　　　　

火打山特別　　　　　　　　　　　

松前特別　　　　　　　　　　　　

秋色ステークス　　　　　　　　　

函館道新スポーツ杯　　　　　　　

毎日放送賞スワンＳ（Ｇ

北九州短距離Ｓ　　　　　　　　　

阿武隈ステークス　　　　　　　　

春日特別　　　　　　　　　　　　

伏竜ステークス　　　　　　　　　



２０２０ファイナルＳ　　　　　　

萬代橋特別　　　　　　　　　　　

ベゴニア賞　　　　　　　　　　　

八雲特別　　　　　　　　　　　　

三陸特別　　　　　　　　　　　　

京阪杯（Ｇ

大日岳特別　　　　　　　　　　　

ラジオ福島賞　　　　　　　　　　

郡山特別　　　　　　　　　　　　

あざみ賞　　　　　　　　　　　　

立待岬特別　　　　　　　　　　　

知床特別　　　　　　　　　　　　

松籟ステークス　　　　　　　　　

館山特別　　　　　　　　　　　　

美浦ステークス　　　　　　　　　

け
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※ 仮定名称登録者は仮定名称を表示しています。

（出走率％＝出走実頭数／所有頭数） （勝率％＝１着延頭数／出走延頭数）

トーセンブレス　　　　　　　　　　　　　　　　　

ブルーミングスカイ　　　　　　　　　　　　　　　

タイセイアゲイン　　　　　　　　　　　　　　　　

タイセイアベニール　　　　　　　　　　　　　　　

タイセイシリウス　　　　　　　　　　　　　　　　

タイセイビジョン　　　　　　　　　　　　　　　　

タイセイブランシュ　　　　　　　　　　　　　　　

タイセイメガロス　　　　　　　　　　　　　　　　

アドマイヤザーゲ　　　　　　　　　　　　　　　　

アドマイヤジャスタ　　　　　　　　　　　　　　　

アドマイヤジョラス　　　　　　　　　　　　　　　

アドマイヤデルタ　　　　　　　　　　　　　　　　

アドマイヤハダル　　　　　　　　　　　　　　　　

アドマイヤビルゴ　　　　　　　　　　　　　　　　

コスモエスパーダ　　　　　　　　　　　　　　　　

コスモカレンドゥラ　　　　　　　　　　　　　　　

ナーゲルリング　　　　　　　　　　　　　　　　　

リンゴアメ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

レオンドーロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

サンノゼテソーロ　　　　　　　　　　　　　　　　

スパーダ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

モンブランテソーロ　　　　　　　　　　　　　　　

ロンドンテソーロ　　　　　　　　　　　　　　　　

スマートクラージュ　　　　　　　　　　　　　　　

スマートセラヴィー　　　　　　　　　　　　　　　

スマートダンディー　　　　　　　　　　　　　　　

スマートランウェイ　　　　　　　　　　　　　　　

スマートリアン　　　　　　　　　　　　　　　　　

ジュニパーベリー　　　　　　　　　　　　　　　　

ストーミーシー　　　　　　　　　　　　　　　　　

ビリーバー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

カイザーノヴァ　　　　　　　　　　　　　　　　　

クレッシェンドラヴ　　　　　　　　　　　　　　　

ドゥオーモ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ハナズレジェンド　　　　　　　　　　　　　　　　

パラスアテナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

シャンパンクーペ　　　　　　　　　　　　　　　　

ビターエンダー　　　　　　　　　　　　　　　　　

ラプタス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ショウナンカイドウ　　　　　　　　　　　　　　　

ショウナンバビアナ　　　　　　　　　　　　　　　

ショウナンバルディ　　　　　　　　　　　　　　　

ショウナンハレルヤ　　　　　　　　　　　　　　　

ショウナンパンサー　　　　　　　　　　　　　　　

ショウナンマッシブ　　　　　　　　　　　　　　　

※  本会馬主の所有する本会所属馬の中央競馬にお

新潟大賞典（Ｇ

武庫川ステークス　　　　　　　　

梅花賞　　　　　　　　　　　　　

プラタナス賞　　　　　　　　　　

豊明ステークス　　　　　　　　　

鞍馬ステークス　　　　　　　　　

磐梯山特別　　　　　　　　　　　

アーリントンカップ（Ｇ

潮騒特別　　　　　　　　　　　　

恵山特別　　　　　　　　　　　　

黄菊賞　　　　　　　　　　　　　

函館記念（Ｇ

宮崎特別　　　　　　　　　　　　

長万部特別　　　　　　　　　　　

エリカ賞　　　　　　　　　　　　

若葉ステークス（Ｌ）　　　　　　

ムーンライトハンデ　　　　　　　

アンドロメダＳ（Ｌ）　　　　　　

豊橋特別　　　　　　　　　　　　

レインボーステークス　　　　　　

周防灘特別　　　　　　　　　　　

函館２歳ステークス（Ｇ

臥牛山特別　　　　　　　　　　　

南総ステークス　　　　　　　　　

富嶽賞　　　　　　　　　　　　　

銀嶺ステークス　　　　　　　　　

ｔｖｋ賞　　　　　　　　　　　　

河北新報杯　　　　　　　　　　　

出石特別　　　　　　　　　　　　

薩摩ステークス　　　　　　　　　

オータムリーフＳ　　　　　　　　

ポラリスステークス　　　　　　　

尾瀬特別　　　　　　　　　　　　

清滝特別　　　　　　　　　　　　

雪うさぎ賞　　　　　　　　　　　

東風ステークス（Ｌ）　　　　　　

ＴＶｈ杯　　　　　　　　　　　　

クローバー賞　　　　　　　　　　

七夕賞（Ｇ

玄海特別　　　　　　　　　　　　

ＳＴＶ賞　　　　　　　　　　　　

カノープスステークス　　　　　　

カーネーションカップ　　　　　　

鷹取特別　　　　　　　　　　　　

プリンシパルＳ（Ｌ）　　　　　　

羅生門ステークス　　　　　　　　

頌春賞　　　　　　　　　　　　　

テレビ山梨杯　　　　　　　　　　

明石特別　　　　　　　　　　　　

関ケ原ステークス　　　　　　　　

セントポーリア賞　　　　　　　　

山中湖特別　　　　　　　　　　　

神奈川新聞杯　　　　　　　　　　

ＨＢＣ賞　　　　　　　　　　　　

ける成績を



対



）　　　　　　　　　

象



）　　　　　　　　

と

）　　　　　　　
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※ 仮定名称登録者は仮定名称を表示しています。

（出走率％＝出走実頭数／所有頭数） （勝率％＝１着延頭数／出走延頭数）

サンライズカラマ　　　　　　　　　　　　　　　　

サンライズナイト　　　　　　　　　　　　　　　　

サンライズノヴァ　　　　　　　　　　　　　　　　

サンライズホープ　　　　　　　　　　　　　　　　

イッシン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

グトルフォス　　　　　　　　　　　　　　　　　　

クルークヴァール　　　　　　　　　　　　　　　　

バクシン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ミッキースピリット　　　　　　　　　　　　　　　

ミッキースワロー　　　　　　　　　　　　　　　　

ミッキーブリランテ　　　　　　　　　　　　　　　

ミッキーポジション　　　　　　　　　　　　　　　

コスモインペリウム　　　　　　　　　　　　　　　

スマイルカナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

トラスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ナイママ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

スイーズドリームス　　　　　　　　　　　　　　　

サムシングジャスト　　　　　　　　　　　　　　　

シネマソングス　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファストアズエバー　　　　　　　　　　　　　　　

ルヴェルソー　　　　　　　　　　　　　　　　　　

アトミックフォース　　　　　　　　　　　　　　　

ダンシングプリンス　　　　　　　　　　　　　　　

ハッシュゴーゴー　　　　　　　　　　　　　　　　

ボーンスキルフル　　　　　　　　　　　　　　　　

クリノフウジン　　　　　　　　　　　　　　　　　

ガンケン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

サルビア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ヨカヨカ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

リスペクト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ケイアイサクソニー　　　　　　　　　　　　　　　

ケイアイパープル　　　　　　　　　　　　　　　　

キタノヴィジョン　　　　　　　　　　　　　　　　

キタノオクトパス　　　　　　　　　　　　　　　　

ペイシャドリーム　　　　　　　　　　　　　　　　

テーオーケインズ　　　　　　　　　　　　　　　　

テーオーターゲット　　　　　　　　　　　　　　　

テーオービクトリー　　　　　　　　　　　　　　　

サウンドキアラ　　　　　　　　　　　　　　　　　

ホウオウアマゾン　　　　　　　　　　　　　　　　

ホウオウエミーズ　　　　　　　　　　　　　　　　

※  本会馬主の所有する本会所属馬の中央競馬にお

アクアラインＳ　　　　　　　　　

早鞆特別　　　　　　　　　　　　

プロキオンステークス（Ｇ

東京中日Ｓ杯武蔵野Ｓ（Ｇ

ヤングＪＳＦＲ阪神２　　　　　　

ドンカスターカップ　　　　　　　

日野特別　　　　　　　　　　　　

稲光特別　　　　　　　　　　　　

オキザリス賞　　　　　　　　　　

鷹ケ峰特別　　　　　　　　　　　

朱雀ステークス　　　　　　　　　

日経賞（Ｇ

錦ステークス　　　　　　　　　　

招福ステークス　　　　　　　　　

オリエンタル賞　　　　　　　　　

フェアリーステークス（Ｇ

米子ステークス（Ｌ）　　　　　　

ターコイズステークス（Ｇ

牛若丸ジャンプＳ　　　　　　　　

五稜郭ステークス　　　　　　　　

岡崎特別　　　　　　　　　　　　

ストークステークス　　　　　　　

初音ステークス　　　　　　　　　

報知杯大雪ハンデ　　　　　　　　

飛翼特別　　　　　　　　　　　　

松浜特別　　　　　　　　　　　　

アメジストステークス　　　　　　

彦星賞　　　　　　　　　　　　　

外房ステークス　　　　　　　　　

知多特別　　　　　　　　　　　　

邁進特別　　　　　　　　　　　　

稲妻ステークス　　　　　　　　　

門司ステークス　　　　　　　　　

妙高特別　　　　　　　　　　　　

りんどう賞　　　　　　　　　　　

フェニックス賞　　　　　　　　　

ひまわり賞　　　　　　　　　　　

開成山特別　　　　　　　　　　　

皆生特別　　　　　　　　　　　　

浜松ステークス　　　　　　　　　

東大路ステークス　　　　　　　　

香取特別　　　　　　　　　　　　

鋸山特別　　　　　　　　　　　　

さくらんぼ特別　　　　　　　　　

摩耶ステークス　　　　　　　　　

貴船ステークス　　　　　　　　　

斑鳩ステークス　　　　　　　　　

スポニチ賞京都金杯（Ｇ

京都牝馬ステークス（Ｇ

サンスポ杯阪神牝馬Ｓ（Ｇ

野路菊ステークス　　　　　　　　

織姫賞　　　　　　　　　　　　　

ける成績を



対

）　　　　　　　　　

象としてい





ま
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※ 仮定名称登録者は仮定名称を表示しています。

（出走率％＝出走実頭数／所有頭数） （勝率％＝１着延頭数／出走延頭数）

ホウオウエーデル　　　　　　　　　　　　　　　　

テイエムサウスダン　　　　　　　　　　　　　　　

テイエムソレイユ　　　　　　　　　　　　　　　　

テイエムトッキュウ　　　　　　　　　　　　　　　

カレンシュトラウス　　　　　　　　　　　　　　　

カレンモエ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ベッラヴォルタ　　　　　　　　　　　　　　　　　

アバルラータ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

アルドーレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ソウルトレイン　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファストフォース　　　　　　　　　　　　　　　　

グランスピード　　　　　　　　　　　　　　　　　

チェルシーライオン　　　　　　　　　　　　　　　

ガロアクリーク　　　　　　　　　　　　　　　　　

テオレーマ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

トリオンフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ノンライセンス　　　　　　　　　　　　　　　　　

ヘリオス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

オーヴェルニュ　　　　　　　　　　　　　　　　　

アイアンバローズ　　　　　　　　　　　　　　　　

エアアルマス　　　　　　　　　　　　　　　　　　

エアジーン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

アリストテレス　　　　　　　　　　　　　　　　　

バイオスパーク　　　　　　　　　　　　　　　　　

バビット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

オメガパフューム　　　　　　　　　　　　　　　　

オメガレインボー　　　　　　　　　　　　　　　　

オーケストラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ショーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

アラスカ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

オーバーディリバー　　　　　　　　　　　　　　　

ノームコア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

エイシンヒテン　　　　　　　　　　　　　　　　　

エイシンポジション　　　　　　　　　　　　　　　

スワーヴアラミス　　　　　　　　　　　　　　　　

アブレイズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

シュリ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ビアンフェ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

エンデュミオン　　　　　　　　　　　　　　　　　

※  本会馬主の所有する本会所属馬の中央競馬にお

伊達特別　　　　　　　　　　　　

昇竜ステークス　　　　　　　　　

開聞岳特別　　　　　　　　　　　

さざんか賞　　　　　　　　　　　

高湯温泉特別　　　　　　　　　　

紫川特別　　　　　　　　　　　　

長篠ステークス　　　　　　　　　

しゃくなげ賞　　　　　　　　　　

オークランドＲＣＴ　　　　　　　

阿蘇ステークス　　　　　　　　　

白梅賞　　　　　　　　　　　　　

札幌道新スポーツ賞　　　　　　　

西部スポニチ賞　　　　　　　　　

あやめ賞　　　　　　　　　　　　

湯浜特別　　　　　　　　　　　　

フジＴＶスプリングＳ（Ｇ

西湖特別　　　　　　　　　　　　

日刊スポ賞中山金杯（Ｇ

フェアウェルＳ　　　　　　　　　

陽春ステークス　　　　　　　　　

霜月ステークス　　　　　　　　　

五条坂特別　　　　　　　　　　　

名古屋城ステークス　　　　　　　

福島民友カップ（Ｌ）　　　　　　

ベテルギウスＳ（Ｌ）　　　　　　

メルボルントロフィー　　　　　　

東海テレビ杯東海Ｓ（Ｇ

初咲賞　　　　　　　　　　　　　

出雲崎特別　　　　　　　　　　　

小牧特別　　　　　　　　　　　　

飛鳥ステークス　　　　　　　　　

福島記念（Ｇ

早苗賞　　　　　　　　　　　　　

ラジオＮＩＫＫＥＩ賞（Ｇ

朝日セントライト記念（Ｇ

平安ステークス（Ｇ

渡島特別　　　　　　　　　　　　

神無月ステークス　　　　　　　　

横手特別　　　　　　　　　　　　

バレンタインＳ　　　　　　　　　

北辰特別　　　　　　　　　　　　

支笏湖特別　　　　　　　　　　　

シャングリラ賞　　　　　　　　　

札幌記念（Ｇ

白菊賞　　　　　　　　　　　　　

桶狭間ステークス　　　　　　　　

ポルックスステークス　　　　　　

マーチステークス（Ｇ

フラワーカップ（Ｇ

賢島特別　　　　　　　　　　　　

納屋橋ステークス　　　　　　　　

リゲルステークス（Ｌ）　　　　　

葵ステークス　　　　　　　　　　

燕特別　　　　　　　　　　　　　

ける成績を対





象

）　　　　　　　　
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※ 仮定名称登録者は仮定名称を表示しています。

（出走率％＝出走実頭数／所有頭数） （勝率％＝１着延頭数／出走延頭数）

ウルトラマリン　　　　　　　　　　　　　　　　　

マスターフェンサー　　　　　　　　　　　　　　　

ワールドフォーラブ　　　　　　　　　　　　　　　

ティターヌ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

デュードヴァン　　　　　　　　　　　　　　　　　

レストンベ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

マルターズディオサ　　　　　　　　　　　　　　　

アヴァンセ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

フライライクバード　　　　　　　　　　　　　　　

ブラックマジック　　　　　　　　　　　　　　　　

ボンオムトゥック　　　　　　　　　　　　　　　　

デルマオニキス　　　　　　　　　　　　　　　　　

デルマカトリーナ　　　　　　　　　　　　　　　　

アッシェンプッテル　　　　　　　　　　　　　　　

エーポス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

シャフトオブライト　　　　　　　　　　　　　　　

カイザーミノル　　　　　　　　　　　　　　　　　

ディアマンミノル　　　　　　　　　　　　　　　　

ワンダーアマービレ　　　　　　　　　　　　　　　

ワンダープチュック　　　　　　　　　　　　　　　

キングオブコージ　　　　　　　　　　　　　　　　

オジュウチョウサン　　　　　　　　　　　　　　　

ヴァルコス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ブラヴァス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

スカーフェイス　　　　　　　　　　　　　　　　　

ハヤブサレジェンド　　　　　　　　　　　　　　　

ベルダーイメル　　　　　　　　　　　　　　　　　

タイキフェルヴール　　　　　　　　　　　　　　　

カフェクラウン　　　　　　　　　　　　　　　　　

カフェファラオ　　　　　　　　　　　　　　　　　

アンリミット　　　　　　　　　　　　　　　　　　

アールクインダム　　　　　　　　　　　　　　　　

アールロッソ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

フィールドセンス　　　　　　　　　　　　　　　　

ヴァンケドミンゴ　　　　　　　　　　　　　　　　

ソングオブザハート　　　　　　　　　　　　　　　

ダンツキャッスル　　　　　　　　　　　　　　　　

ダンツゴウユウ　　　　　　　　　　　　　　　　　

※  本会馬主の所有する本会所属馬の中央競馬にお

洲本特別　　　　　　　　　　　　

金蹄ステークス　　　　　　　　　

中京スポーツ杯　　　　　　　　　

市原特別　　　　　　　　　　　　

青竜ステークス　　　　　　　　　

房総特別　　　　　　　　　　　　

チューリップ賞（Ｇ

紫苑ステークス（Ｇ

伊勢特別　　　　　　　　　　　　

アザレア賞　　　　　　　　　　　

新緑賞　　　　　　　　　　　　　

南武特別　　　　　　　　　　　　

君子蘭賞　　　　　　　　　　　　

黒竹賞　　　　　　　　　　　　　

舞浜特別　　　　　　　　　　　　

中京日経賞　　　　　　　　　　　

伊丹ステークス　　　　　　　　　

フィリーズレビュー（Ｇ

藻岩山特別　　　　　　　　　　　

天神橋特別　　　　　　　　　　　

金山特別　　　　　　　　　　　　

高雄特別　　　　　　　　　　　　

天満橋ステークス　　　　　　　　

長岡ステークス　　　　　　　　　

潮来特別　　　　　　　　　　　　

湾岸ステークス　　　　　　　　　

目黒記念（Ｇ

阪神スプリングＪ（Ｊ・Ｇ

中山グランドジャンプ（Ｊ・Ｇ

ゆきやなぎ賞　　　　　　　　　　

但馬ステークス　　　　　　　　　

新潟記念（Ｇ

ヤングＪＳＦＲ阪神１　　　　　　

白河特別　　　　　　　　　　　　

安達太良ステークス　　　　　　　

鳥屋野特別　　　　　　　　　　　

三河ステークス　　　　　　　　　

師走ステークス（Ｌ）　　　　　　

鳴海特別　　　　　　　　　　　　

ヒヤシンスステークス（Ｌ）　　　

ユニコーンステークス（Ｇ

シリウスステークス（Ｇ

渡月橋ステークス　　　　　　　　

菜の花賞　　　　　　　　　　　　

大府特別　　　　　　　　　　　　

秋嶺ステークス　　　　　　　　　

エールステークス　　　　　　　　

浜名湖特別　　　　　　　　　　　

檜山特別　　　　　　　　　　　　

吾妻小富士ステークス　　　　　　

大沼ステークス（Ｌ）　　　　　　

ける成績を対





象
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※ 仮定名称登録者は仮定名称を表示しています。

（出走率％＝出走実頭数／所有頭数） （勝率％＝１着延頭数／出走延頭数）

コパノフィーリング　　　　　　　　　　　　　　　

ケルティックソード　　　　　　　　　　　　　　　

サンキュー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ディモールト　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ベステンダンク　　　　　　　　　　　　　　　　　

チュウワウィザード　　　　　　　　　　　　　　　

アシャカトブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

サンアップルトン　　　　　　　　　　　　　　　　

サンチェサピーク　　　　　　　　　　　　　　　　

シャレード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

フォーテ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

グランドロワ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ジャスティン　　　　　　　　　　　　　　　　　　

アスターマリンバ　　　　　　　　　　　　　　　　

アスタールビー　　　　　　　　　　　　　　　　　

シャイニーゲール　　　　　　　　　　　　　　　　

シャイニーロック　　　　　　　　　　　　　　　　

ブライティアレディ　　　　　　　　　　　　　　　

ヒルノマゼラン　　　　　　　　　　　　　　　　　

ヒルノマリブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ヤマニンプレシオサ　　　　　　　　　　　　　　　

アメリカンシード　　　　　　　　　　　　　　　　

ウルトラマリン　　　　　　　　　　　　　　　　　

ジョーアラビカ　　　　　　　　　　　　　　　　　

ジョーマンデリン　　　　　　　　　　　　　　　　

メイケイエール　　　　　　　　　　　　　　　　　

メイケイダイハード　　　　　　　　　　　　　　　

サクラアリュール　　　　　　　　　　　　　　　　

サクラルーフェン　　　　　　　　　　　　　　　　

ハギノアレグリアス　　　　　　　　　　　　　　　

パイロキネシスト　　　　　　　　　　　　　　　　

キャッチミーアップ　　　　　　　　　　　　　　　

ラクローチェ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

フェアリーポルカ　　　　　　　　　　　　　　　　

レジェーロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

アビーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ニューモニュメント　　　　　　　　　　　　　　　

スリーグランド　　　　　　　　　　　　　　　　　

タマモメイトウ　　　　　　　　　　　　　　　　　

ステラヴェローチェ　　　　　　　　　　　　　　　

プレシャスブルー　　　　　　　　　　　　　　　　

ツブラナヒトミ　　　　　　　　　　　　　　　　　

※  本会馬主の所有する本会所属馬の中央競馬にお

釜山ステークス　　　　　　　　　

大倉山特別　　　　　　　　　　　

ＲＫＢ賞　　　　　　　　　　　　

萌黄賞　　　　　　　　　　　　　

都大路ステークス（Ｌ）　　　　　

チャンピオンズカップ（Ｇ

上総ステークス　　　　　　　　　

アハルテケステークス　　　　　　

サンシャインＳ　　　　　　　　　

薫風ステークス　　　　　　　　　

名古屋日刊スポーツ杯　　　　　　

はこべら賞　　　　　　　　　　　

播州ステークス　　　　　　　　　

大阪―ハンブルクＣ　　　　　　　

門松ステークス　　　　　　　　　

千葉ステークス　　　　　　　　　

カペラステークス（Ｇ

瀬波温泉特別　　　　　　　　　　

しらかばステークス　　　　　　　

皿倉山特別　　　　　　　　　　　

小豆島特別　　　　　　　　　　　

水無月ステークス　　　　　　　　

乙訓特別　　　　　　　　　　　　

紅梅ステークス（Ｌ）　　　　　　

小

犬山特別　　　　　　　　　　　　

上越ステークス　　　　　　　　　

道頓堀ステークス　　　　　　　　

ＵＨＢ杯　　　　　　　　　　　　

小倉２歳ステークス（Ｇ

ＫＢＳファンタジーＳ（Ｇ

トヨタ賞中京記念（Ｇ

桃山ステークス　　　　　　　　　

苫小牧特別　　　　　　　　　　　

日進特別　　　　　　　　　　　　

白川郷ステークス　　　　　　　　

立川特別　　　　　　　　　　　　

春待月賞　　　　　　　　　　　　

鴨川特別　　　　　　　　　　　　

中山牝馬ステークス（Ｇ

福島牝馬ステークス（Ｇ

かささぎ賞　　　　　　　　　　　

府中特別　　　　　　　　　　　　

フリーウェイＳ　　　　　　　　　

鈴鹿特別　　　　　　　　　　　　

御影ステークス　　　　　　　　　

姫路ステークス　　　　　　　　　

テレＱ杯　　　　　　　　　　　　

サウジアラビアＲＣ（Ｇ

初富士ステークス　　　　　　　　

苗場特別　　　　　　　　　　　　

け



る

特別　　　　　　　　　　　　

成績を対象として
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