
ﾗﾝｸ ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ ｷﾛｸﾞﾗﾑ  馬　　名 性 齢 血　統　　（父） （母） S M I L 馬　主 調教師 所属
1 118 53.5 　　 コパノリッキー 牡 7 ゴールドアリュール コパノニキータ    117 118    小林　祥晃 村山　明 　　　
2 117 53.0 　　 ゴールドドリーム 牡 4 ゴールドアリュール モンヴェール    117       吉田　勝己 平田　修 　　　

　　 サウンドトゥルー 7 フレンチデピュティ キョウエイトルース       117    山田　弘 高木　登 　　　
4 116 52.5 アポロケンタッキー（米） 牡 5 Langfuhr Dixiana Delight    116       アポロサラブレッドクラブ 山内　研二 　　　

　　 ケイティブレイブ 牡 4 アドマイヤマックス ケイティローレル       116    瀧本　和義 目野　哲也 　　　
　　 テイエムジンソク 牡 5 クロフネ マイディスカバリー    116       竹園　正繼 木原　一良 　　　

7 115 52.0 ベストウォーリア（米） 牡 7 Majestic Warrior Flirtatious Miss    115       馬場　幸夫 石坂　正 　　　
8 114 51.5 　　 カフジテイク 牡 5 プリサイスエンド テイクザケイク    114       加藤　守 湯窪　幸雄 　　　

　　 ミツバ 牡 5 カネヒキリ セントクリスマス       114    加用　正 　　　
10 113 51.0 　　 インカンテーション 牡 7 シニスターミニスター オリジナルスピン    113       羽月　友彦 　　　

　　 オールブラッシュ 牡 5 ウォーエンブレム ブラッシングプリンセス       113    村山　明 　　　
　　 クリソライト 牡 7 ゴールドアリュール クリソプレーズ       113 110 音無　秀孝 　　　
　　 グレイトパール 牡 4 キングカメハメハ フォーチュンワード       113    Ｈ．Ｈ．シェイク・ファハド 中内田　充正 　　　

14 112 50.5 アウォーディー（米） 牡 7 Jungle Pocket Heavenly Romance    112       前田　幸治 松永　幹夫 　　　
ニシケンモノノフ 牡 6 メイショウボーラー グリーンヒルコマチ 112          西森　鶴 庄野　靖志 　　　
モーニン（米） 牡 5 Henny Hughes Giggly    112       馬場　幸夫 石坂　正 　　　

17 111 50.5 　　 エイシンバッケン 牡 5 ヨハネスブルグ エーシンラージシー    111       中尾　秀正 　　　
18 110 50.0 　　 グレンツェント 牡 4 ネオユニヴァース ボシンシェ    110       加藤　征弘 　　　

　　 ブルドッグボス 牡 5 ダイワメジャー リファールカンヌ 110          Ｈｉｍ　Ｒｏｃｋ　Ｒａｃｉｎｇ 小久保　智 浦和
　　 ホワイトフーガ 牝 5 クロフネ マリーンウィナー    110       西森　鶴 高木　登 　　　
　　 ロンドンタウン 牡 4 カネヒキリ フェアリーバニヤン    110       薪浦　亨 牧田　和弥 　　　

22 109 49.5 　　 キングズガード 牡 6 シニスターミニスター キングスベリー    109       寺島　良 　　　
　　 ノボバカラ 牡 5 アドマイヤオーラ ノボキッス    109       天間　昭一 　　　
　　 ノンコノユメ 5 トワイニング ノンコ    109       山田　和正 加藤　征弘 　　　
　　 マイネルバサラ 牡 4 シニスターミニスター サザンレイスター       109    松山　将樹 　　　
　　 モルトベーネ 牡 5 ディープスカイ ノーブルエターナル    109       三宅　正義 松永　昌博 　　　

27 108 49.0 　　 キタサンミカヅキ 牡 7 キングヘイロー キタサンジュエリー 108          佐藤　賢二 船橋
　　 クリノスターオー 牡 7 アドマイヤボス マヤノスターライト       108    栗本　守 高橋　義忠 　　　
　　 ショウナンアポロン 牡 7 アドマイヤマックス メジロアルドラ    108       国本　哲秀 古賀　史生 　　　
　　 ブラゾンドゥリス 牡 5 ノボジャック ブライアンズソノ    108       尾形　和幸 　　　
　　 メイショウウタゲ 牡 6 プリサイスエンド シールビーバック    108       松本　好雄 安達　昭夫 　　　

32 107 48.5 　　 グレイスフルリープ 牡 7 ゴールドアリュール ラビットフット    107       前田　晋二 橋口　慎介 　　　
マスクゾロ（米） 牡 6 Roman Ruler Saravati    107       門野　重雄 岡田　稲男 　　　

　　 ララベル 牝 5 ゴールドアリュール ブリージーウッズ    107       吉田　照哉 荒山　勝徳 大井
35 106 48.0 　　 コスモカナディアン 牡 4 ロージズインメイ カナディアンアプルーバル       106    金成　貴史 　　　

　　 ディアデルレイ 牡 6 キングカメハメハ ディアデラノビア    106       牧　光二 　　　
ドリームキラリ（米） 牡 5 Giant's Causeway Truant    106       矢作　芳人 　　　

　　 ブライトライン 牡 8 フジキセキ シェリーズスマイル    106       鮫島　一歩 　　　
　　 プリンシアコメータ 牝 4 スパイキュール ベルモントフェリス    106       芳川　貴行 矢野　英一 　　　
　　 メイショウスミトモ 牡 6 ゴールドアリュール ムゲン          106 松本　好雄 南井　克巳 　　　
　　 モンドクラッセ 牡 6 アグネスデジタル クッキーキティ    106       清水　英克 　　　

42 105 47.5 　　 アキトクレッセント 牡 5 ウォーエンブレム ティックルピンク    105       岡田　昭利 清水　久詞 　　　
　　 キタサンサジン 牡 5 サウスヴィグラス キタサンヒメ 105          梅田　智之 　　　
　　 コウエイエンブレム 牡 4 シニスターミニスター ニシノシンデレラ 105 105       伊東　政清 山内　研二 　　　
　　 ピオネロ 牡 6 ネオユニヴァース クルソラ    105 105    松永　幹夫 　　　
　　 マイネルバイカ 牡 8 ロージズインメイ スギノセンヒメ       105    西村　真幸 　　　
　　 リーゼントロック 牡 6 ダイワメジャー レディインディ    105       三浦　大輔 矢作　芳人 　　　
　　 ルールソヴァール 5 フレンチデピュティ キョウエイトルース    105       高木　登 　　　
　　 ロワジャルダン 牡 6 キングカメハメハ アグネスショコラ    105       荒山　勝徳 大井

50 104 47.0 　　 カゼノコ 牡 6 アグネスデジタル タフネススター    104       野中　賢二 　　　
　　 サイタスリーレッド 牡 4 ダノンシャンティ ユメノラッキー    104       西村　憲人 佐藤　正雄 　　　
　　 スマートアヴァロン 牡 5 サウスヴィグラス スズカブルーム    104       大川　徹 西園　正都 　　　
　　 スーサンジョイ 牡 5 エンパイアメーカー グランジョイ    104       林　千枝子 岩元　市三 　　　
　　 トップディーヴォ 牡 5 キングカメハメハ セクシーザムライ    104    104 昆　貢 　　　
　　 マイネルクロップ 牡 7 クロフネ グレートハーベスト       104    畠山　吉宏 　　　
　　 ラインシュナイダー 牡 5 ヴァーミリアン トウジュ    104       大澤　繁昌 沖　芳夫 　　　
　　 ラインハート 牝 6 ステイゴールド チェルカ    104       大塚　亮一 月岡　健二 大井
　　 ワンミリオンス 牝 4 ゴールドアリュール シーズインポッシブル       104    小崎　憲 　　　

59 103 46.5 　　 アルタイル 牡 5 カネヒキリ トップオブドーラ    103       藤田　在子 手塚　貴久 　　　
　　 ウインムート 牡 4 ロージズインメイ コスモヴァレンチ    103       加用　正 　　　
　　 オウケンワールド 牡 5 クロフネ オウケンガール    103       福井　明 西村　真幸 　　　
　　 サウススターマン 牡 6 サウスヴィグラス シャンハイギャル    103       南波　壽 加用　正 　　　
　　 センチュリオン 牡 5 キングカメハメハ ハンドレッドスコア    103       窪田　康志 田村　康仁 　　　
　　 ダノンフェイス 牡 4 キングカメハメハ アイアムカミノマゴ    103       大久保　龍志 　　　
　　 タムロミラクル 牡 5 ディープインパクト タムロイーネー    103       谷口　屯 西園　正都 　　　
　　 トウケイタイガー 牡 6 タイムパラドックス ヒノデモンテローザ    103       木村　信彦 住吉　朝男 兵庫
　　 ドリームバレンチノ 牡 10 ロージズインメイ コスモヴァレンチ    103       加用　正 　　　
　　 ニットウスバル 牡 5 フォーティナイナーズサン エイシンサーメット 103          高橋　文雅 　　　
　　 ハッピースプリント 牡 6 アッミラーレ マーゴーン       103    森下　淳平 大井
　　 ユーロビート 8 スズカマンボ メジロブルネット          103 吉田　和美 渡邉　和雄 大井
　　 ラブバレット 牡 6 ノボジャック リバイバルガール 103          内山　一郎 菅原　勲 岩手
　　 レーザーバレット 牡 9 ブライアンズタイム コンプリカーター    103       前田　葉子 萩原　清 　　　

73 102 46.5 　　 カツゲキキトキト 牡 4 スパイキュール レイビスティー          102 野々垣　正義 錦見　勇夫 愛知
　　 ショコラブラン 牡 5 クロフネ アグネスショコラ 102          浅見　秀一 　　　
　　 ソルテ 牡 7 タイムパラドックス ヒノデモンテローザ    102       寺田　新太郎 大井
　　 ドラゴンバローズ 牡 5 キングカメハメハ ポーリッシュピンク       102    猪熊　広次 渡辺　薫彦 　　　
　　 リッカルド 6 フサイチリシャール キョウエイハツラツ    102       岡田　牧雄 黒岩　陽一 　　　

ＪＰＮサラブレッドランキング　－　２０１７年
４歳以上・ダート
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ＪＰＮサラブレッドランキング　－　２０１７年
４歳以上・ダート

78 101 46.0 ケイアイレオーネ 牡 7 Henny Hughes モストリマーカブル    101       亀田　和弘 佐宗　応和 大井
　　 コーリンベリー 牝 6 サウスヴィグラス コーリンラヴィアン 101          伊藤　恵子 小野　次郎 　　　
　　 ダノングッド 牡 5 Elusive Quality マイグッドネス 101          村山　明 　　　
　　 ドラゴンゲート 牡 5 メイショウボーラー デュークタイフーン 101          平本　敏夫 小西　一男 　　　

ナンチンノン（米） 牡 6 Parading Etro 101          加藤　誠 中竹　和也 　　　
　　 ブルミラコロ 牡 5 キンシャサノキセキ キングスミール 101          大久保　龍志 　　　

ベストマッチョ（米） 4 Macho Uno Encore    101       馬場　幸夫 手塚　貴久 　　　
ラストダンサー 牡 6 キングカメハメハ ワルツダンサー    101       草間　庸文 久保田　貴士 　　　

86 100 45.5 　　 エイシンヴァラー 牡 6 サウスヴィグラス エーシンラージシー 100 100       平井　克彦 新子　雅司 兵庫
　　 コパノチャーリー 牡 5 アグネスデジタル コパノニキータ    100       小林　祥晃 村山　明 　　　
　　 ゴーインググレート 牡 7 フレンチデピュティ クインネージュ    100       田畑　利彦 岩元　市三 　　　

ゴーイングパワー 牡 8 サクラバクシンオー クインネージュ 100          林　進 岩元　市三 　　　
ストロングサウザー 牡 6 ハーツクライ エヴァンタイユ       100    村木　篤 久保田　貴士 　　　
チャーリーブレイヴ（米） 7 Indian Charlie Catchofthecentury    100       林　正道 尾関　知人 　　　
マイティティー 牝 5 エンパイアメーカー チアズガディス       100    五影　慶則 本田　優 　　　
ラテンロック 牡 6 クロフネ ギガンティア    100       吉田　直弘 　　　
リンダリンダ 牝 4 フレンチデピュティ クリムゾンルージュ    100 100    荒山　勝徳 大井

(94頭)


