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日付 レース名 施行場レース 距離 コースタイム 優　勝　馬 性齢 馬　主 調教師 騎　手 生産牧場（所在地）

12/5 アクアラインS 中山 10R 1,200 ダート 1:10.2 サリエル 牝3 前田幸治 松永幹夫 石橋　脩 シンコーファーム
（日高）

12/11 三木ホースランド
パークジャンプS 阪神 8R 3,900 芝 4:23.7 ダノンバッカス 騸5 ㈱ダノックス 小﨑　憲 西谷　誠 英国

12/12 オリオンS 阪神 10R 2,400 芝 2:27.0 ビートブラック 牡3 前田幸治 中村　均 M.デムーロ ノースヒルズマネジ
メント（新冠）

12/12 阪神ウインターP 阪神 12R 1,400 ダート 1:23.0 ワールドワイド 牡4 山本慎一 橋口弘次郎 M.デムーロ エクセルマネジメント
（えりも）

12/18 豊明特別 小倉 11R 1,700 ダート 1:43.8 メダリアビート 牡4 門野重雄 岡田稲男 丸山元気 米国

12/19 名古屋日刊スポーツ杯 小倉 10R 2,600 芝 2:39.2 ブルースターキング 牡4 ㈱ブルー
マネジメント 山内研二 C.ウィリアムズ ダイイチ牧場

（新ひだか）

12/25 師走S 中山 11R 1,800 ダート 1:51.0 インバルコ 牡4 藤田孟司 池江泰寿 後藤浩輝 米国

12/26 2010アンコールS 小倉 12R 1,200 芝 1:08.1 サンダルフォン 牡7 ㈱ノースヒルズ 松永幹夫 酒井　学 滝本健二（門別）

1/8 招福S 中山 11R 1,800 ダート 1:52.7 オメガファルコン 牡6 原　禮子 奥平雅士 内田博幸 社台ファーム（千歳）

1/9 五条坂特別 京都 10R 1,800 ダート 1:51.7 タガノジンガロ 牡4 八木良司 松田博資 安藤勝己 新冠タガノファーム
（新冠）

1/10 山科S 京都 10R 1,200 ダート 1:11.9 スペースフライト 牡7 前田幸治 佐々木昌三 和田竜二 土居忠吉（三石）

1/15 逢坂山特別 京都 9R 2,000 芝 2:01.5 ナリタシャトル 牡6 ㈱オースミ 小野幸治 岩田康誠 太陽牧場（浦河）

1/15 大和S 京都 11R 1,400 ダート 1:24.0 ダノンカモン 牡5 ㈱ダノックス 池江泰寿 和田竜二 ノーザンファーム
（早来）

1/22 菜の花賞 中山 9R 1,600 芝 1:35.6 ヤマノラヴ 牝3 山住れい子 牧　光二 的場勇人 竹島幸治（日高）

1/22 東雲賞 中山 10R 2,000 芝 2:00.8 マコトギャラクシー 牡4 尾田左知子 尾形充弘 吉田　豊 ヤナガワ牧場（日高）

1/22 アレキサンド
ライトS 中山 11R 1,800 ダート 1:52.5 タガノジンガロ 牡4 八木良司 松田博資 田辺裕信 新冠タガノファーム

（新冠）

1/29 梅花賞 京都 9R 2,400 芝 2:31.0 サンビーム 牡3 ㈲フォーレスト 山内研二 佐藤哲三 丸幸小林牧場（浦河）

1/30 春日特別 京都 9R 1,800 芝 1:48.4 ダノンスパシーバ 牡4 ㈱ダノックス 佐々木晶三 安藤勝己 エクセルマネジメント
（えりも）

2/5 テレビ山梨杯 東京 10R 1,600 芝 1:34.6 ムクドク 騸5 平井龍司 加藤征弘 A.クラストゥス 社台コーポレーション
白老ファーム(白老)

2/5 金蹄S 東京 11R 2,100 ダート 2:12.1 ハギノリベラ 牡5 安岡美津子 鮫島一歩 後藤浩輝 村下明博(浦河)

2/6 香春岳特別 小倉 12R 1,200 芝 1:08.1 タバルナ 牡4 前田幸治 佐々木昌三 酒井　学 ノースヒルズマネジ
メント（新冠）

2/12 つばき賞 京都 9R 1,800 芝 1:48.1 ダノンシャーク 牡3 ㈱ダノックス 大久保龍志 福永祐一 下河辺牧場（日高）

2/12 銀蹄S 東京 10R 1,400 ダート 1:24.5 ピースオブパワー 牡5 田畑勝彦 矢作芳人 内田博幸 メムブリーディング
システム（大樹）

2/14 萌黄賞 小倉 10R 1,200 芝 1:10.0 アフォード 牡3 前田幸治 北出成人 中舘英二 ノースヒルズマネジ
メント（新冠）

2/14 小石原特別 小倉 12R 1,200 芝 1:10.2 テラノチェリー 騸6 寺田寿男 昆　　貢 柴原央明 シンコーファーム
（門別）

2/19 大津特別 京都 10R 1,800 ダート 1:52.0 ディアビリーヴ 牡4 寺田千代乃 田村康仁 和田竜二 ホウセイ牧場（様似）

日付 レース名 施行場レース 距離 コースタイム 優　勝　馬 性齢 馬　主 調教師 騎　手 生産牧場（所在地）

2/20 琵琶湖特別 京都 9R 2,400 芝 2:30.5 サンマルエミネム 牡5 相馬　勇 野元　昭 野元昭嘉 太陽ジョイフル牧場
（新冠）

2/26 御堂筋S 阪神 10R 2,400 芝 2:25.4 ブラストダッシュ 牡6 村上　稔 佐藤正雄 秋山真一郎 岡田牧場（静内）

2/26 上総S 中山 10R 1,800 ダート 1:51.8 ダノンエリモトップ 牡5 ㈱ダノックス 森　秀行 小牧　太 エクセルマネジメント
（えりも）

2/26 呼子特別 小倉 10R 2,600 芝 2:41.3 ナリタジャングル 牡5 ㈱オースミ 藤沢則雄 酒井　学 ノーザンファーム
（早来）

3/5 淡路特別 阪神 9R 2,200 芝 2:13.6 トウカイオーロラ 牡4 内村正則 田所秀幸 武　　豊 びらとり牧場（平取）

3/5 黄梅賞 中山 9R 1,600 芝 1:34.1 オメガブレイン 牡3 原　禮子 古賀慎明 内田博幸 社台ファーム（千歳）

3/5 中京スポーツ杯 小倉 11R 1,700 ダート 1:44.7 タガノジョーカー 牝4 八木良司 五十嵐忠男 川須栄彦 安原実（浦河）

3/6 ブラッドストーンS 中山 10R 1,200 ダート 1:10.7 ナムラカイシュウ 牡5 奈村信重 目野哲也 福永祐一 伊藤朗（新ひだか）

3/19 但馬S 阪神 10R 2,000 芝 2:02.2 ミッキーパンプキン 牡5 野田みづき 清水出美 四位洋文 追分ファーム（追分）

3/20 若葉S 阪神 10R 2,000 芝 1:59.1 ダノンミル 牡3 ㈱ダノックス 藤原英昭 浜中　俊 社台ファーム（千歳）

3/26 吉野ケ里特別 小倉 11R 1,200 芝 1:09.1 ホシシャトル 牡8 永井冨佐子 増本　豊 安藤光彰 八田牧場（静内）

4/9 大阪-ハンブルクカップ 阪神 10R 2,400 芝 2:26.4 ビートブラック 牡4 前田幸治 中村　均 岩田康誠 ノースヒルズマネジメ
ント（新冠）

4/17 蓬莱峡特別 阪神 9R 1,800 芝 1:46.1 タガノバッチグー 牡5 八木良司 浅見秀一 後藤浩輝 社台コーポレーション
白老ファーム(白老)

4/30 陣馬特別 東京 9R 2,400 芝 2:26.5 タニノエポレット 牡4 谷水雄三 村山　明 安藤勝己 カントリー牧場
（新ひだか）

4/30 立夏S 東京 10R 1,400 ダート 1:24.9 ピューター 牡4 細川祐季子 笹田和秀 横山典弘 社台ファーム（千歳）

4/30 桃山S 京都 11R 1,900 ダート 1:57.3 メダリアビート 牡5 門野重雄 岡田稲男 川田将雅 米国

5/1 錦S 京都 10R 1,600 芝 1:34.2 ガンダーラ 牡5 林千枝子 岩元市三 和田竜二 宮内牧場（浦河）

5/1 はやぶさ賞 新潟 10R 1,000 芝 0:56.2 ビューティバラード 牝3 林　　進 岩元市三 大野拓弥 協和牧場（新冠）

5/1 谷川岳S 新潟 11R 1,600 芝 1:32.8 リディル 牡4 前田幸治 橋口弘次郎 中舘英二 ノースヒルズマネジ
メント（新冠）

5/7 高瀬川S 京都 10R 1,400 ダート 1:22.4 ドスライス 牡5 小田吉男 森　秀行 川田将雅 米国

5/7 丹沢S 東京 10R 2,100 ダート 2:11.7 フリソ 牡5 藤田孟司 小島茂之 三浦皇成 モリナガファーム
（門別）

5/14 石打特別 新潟 12R 1,600 芝 1:35.0 ヤマカツハクリュウ 牡4 山田博康 小島貞博 木幡初広 鮫川啓一（浦河）

5/15 烏丸S 京都 9R 2,400 芝 2:23.6 トレイルブレイザー 牡4 前田幸治 池江泰寿 川田将雅 ノースヒルズマネジ
メント（新冠）

6/4 天王山S 阪神 11R 1,200 ダート 1:10.0 ワールドワイド 牡5 山本慎一 橋口弘次郎 小牧　太 エクセルマネジメント
（えりも）

6/11 オアシスS 東京 11R 1,600 ダート 1:35.0 ナムラタイタン 牡5 奈村信重 大橋勇樹 熊沢重文 野坂牧場（新ひだか）

6/12 カンゾウ賞 新潟 10R 1,200 ダート 1:12.0 オペラモーヴ 牝3 ㈱ノースヒルズ 中竹和也 藤岡康太 米国

6/12 あおぎりS 阪神 10R 1,800 ダート 1:49.5 タガノロックオン 牡3 八木良司 松田博資 川田将雅 新冠タガノファーム
（新冠）

6/18 城崎特別 阪神 9R 1,800 ダート 1:50.5 パルラメンターレ 牡4 藤田孟司 池江泰寿 C.ウィリアムズ 米国

6/18 三宮特別 阪神 10R 1,800 芝 1:47.0 ミッキードリーム 牡4 野田みづき 音無秀孝 和田竜二 ノーザンファーム
（安平）

6/19 鶴橋特別 阪神 8R 2,000 芝 2:01.7 ファイブイーグル 牡4 ㈲ファィブウィン 須貝尚介 N.ピンナ 千代田牧場（新ひだか）

6/25 奥尻特別 函館 12R 1,800 芝 1:48.8 ナムラボルテージ 牝4 奈村信重 福島信晴 松田大作 八田ファーム
（新ひだか）
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W I N N E R

喜びの会員さん 下記会員のご愛馬が、特別レースにおいて
優勝されました。おめでとうございます。


