
会員優勝馬情報

福島馬主協会 会員勝馬リスト
2011年8月6日～2012年2月26日

日付 場所 レース名 コース 馬名 性齢 騎手 調教師 馬主
2011年8月7日 函館 未勝利・牝 ダ1700・良 ワニタバンテン 牝3 鈴来 美・小野次 加藤信之
　　　8月13日 新潟 未勝利 芝1400・良 シルクブルックリン 牡2 柴田善 美・上原 有限会社シルク
　　　8月20日 新潟 未勝利 ダ1200・稍 スノウプリンス 牡3 田辺 美・小西 野口弘司
　　　8月20日 新潟 未勝利・牝 芝1800・良 クイーンオリーブ 牝3 中舘 美・牧 有限会社シルク
　　　8月20日 新潟 未勝利 芝1000・良 スナン 牝3 北村宏 美・藤沢和 加藤信之
　　　8月21日 札幌 未勝利 ダ1000・良 シルクティソナ 牡2 秋山 栗・山内 有限会社シルク
　　　 9月3日 札幌 未勝利 芝1800・稍 ドリームキャプテン 牡2 丸山 栗・中村 セゾンレースホース(株)
　　　 9月4日 札幌 未勝利・牝 芝1500・稍 サルバドールピアス 牝2 勝浦 美・伊藤大 則武輝一
　　　 9月4日 新潟 500万下 ダ1200・良 シルクファルシオン 牡4 蛯名 美・尾形 有限会社シルク
　　　9月11日 中山 500万下 ダ1200・良 シセイオウジ 牡4 松岡 美・宗像 猪苗代勇
　　　9月17日 中山 500万下 ダ1800・良 カンタベリーダダ 牡3 幸 美・鈴木勝 峰哲馬
　　　9月24日 中山 未勝利 芝1600・良 トーセンベニザクラ 牝2 中舘 美・柴崎 島川隆哉
　　　9月25日 札幌 未勝利 ダ1000・良 マイディアソング 牝3 秋山 栗・野村 有限会社シルク
　　　9月25日 中山 500万下 ダ1800・良 サルジュ 牡3 蛯名 美・岩戸 福島実
　　　10月1日 中山 未勝利 ダ1800・良 トーセンビート 牝3 北村宏 美・木村 島川隆哉
　　　10月2日 中山 新馬 ダ1200・良 ジャストフレンズ 牝2 田辺 美・大和田 阿部幸暉
　　　10月8日 東京 未勝利 ダ1300・稍 サンセルマン 牡2 丸山 美・根本 井上修一
　　　10月8日 東京 未勝利 芝1400・良 トーセンピアス 牝2 平野 美・松永康 島川隆哉
　　　10月9日 京都 1000万下 ダ1200・良 トーセンピングス 牡5 太宰 栗・飯田雄 島川隆哉
　　 10月23日 東京 500万下 ダ1600・重 ドリームザネクスト 牡4 田中勝 美・根本 セゾンレースホース(株)
      10月29日 東京 500万下 ダ1600・良 シルクグラサージュ 牡3 田辺 美・高木 有限会社シルク
　　 10月30日 東京 未勝利 ダ1400・良 ミルキーブロード 牝2 後藤 美・牧 半沢有限会社
　　　11月5日 京都 500万下 芝1400・良 プレノタート 牝2 佐藤 栗・牧浦 有限会社シルク
　　 11月13日 新潟 未勝利 芝1600・稍 フクノハツヒメ 牝2 青木 美・鹿戸雄 福島実
　　 11月13日 新潟 新馬 芝1000・稍 アルファジョイー 牡2 勝浦 美・鈴木康 近藤元子
　　 11月19日 新潟 500万下・牝 ダ1200・稍 アンジュヴォレ 牝3 古川 美・土田 日下部勝徳
　　 11月20日 東京 未勝利 ダ1600・不 アルファウイング 牡2 嶋田 美・田村 （株）貴悦
　　 11月20日 京都 500万下 ダ1200・重 マイディアソング 牝3 秋山 栗・野村 有限会社シルク
　　 11月27日 東京 未勝利 芝1400・良 マウントビスティー 牡2 石橋脩 美・尾形 備前島敏子
　　　12月3日 阪神 1000万下 ダ2000・良 シルクシュナイダー 牡3 岩田 栗・須貝 有限会社シルク
　　 12月10日 小倉 500万下 ダ1700・不 トーセンレラ 牡3 川須 美・加藤征 島川隆哉
　　 12月10日 中山 1000万下 芝2000・稍 ターゲットマシン 牡3 田中勝 美・宗像 薗部博之
　　 12月17日 中山 未勝利 ダ1200・良 グラスメジャー 牡2 柴田善 美・尾形 半沢有限会社
　　 12月17日 中山 障害・未勝利 ダ2880・良 トーセンオーパス セ5 横山義 美・宗像 島川隆哉
　　 12月18日 阪神 未勝利 ダ1400・良 レオンビスティー 牡2 小林慎 栗・矢作 備前島敏子
　　 12月18日 小倉 500万下 ダ1000・良 デュークワンダー 牡5 福永 栗・庄野 伊東純一
　　 12月24日 中山 未勝利 ダ1200・良 ドリームコメット 牡2 北村宏 美・尾関 セゾンレースホース(株)
　　 12月25日 阪神 500万下 ダ1200・良 シルクドミニオン 牡5 石橋脩 美・粕谷 有限会社シルク
2012年1月5日 京都 500万下 ダ1200・良 シルクデイブレイク 牡5 川島 栗・加用 有限会社シルク
　　　  1月9日 中山 未勝利 ダ1200・良 ドリームリーグ 牡3 三浦 美・畠山吉 セゾンレースホース(株)
　　　  1月9日 京都 500万下 ダ1900・良 ドリームマジシャン 牡5 幸 栗・宮本 セゾンレースホース(株)
　　　  1月9日 中山 1000万下 ダ1200・良 シセイオウジ 牡5 田中勝 美・宗像 猪苗代勇
　　　  1月9日 中山 500万下 芝2000・良 ドリームバスケット 牡5 柴田善 美・阿部 セゾンレースホース(株)
　　　1月15日 小倉 500万下 ダ1700・良 サマーティアラ 牝4 柴山 美・田島俊 セゾンレースホース(株)
　　　 1月21日 小倉 500万下 ダ1000・稍 トーセンスタッフ 牝4 伊藤工 美・中川 島川隆哉
　　　1月22日 小倉 新馬 芝1800・稍 ノーブリー 牡3 藤岡康 栗・藤岡健 ニットー商事(株)
　　　1月22日 京都 未勝利 芝1600・重 シルクドリーマー 牡3 和田 栗・音無 有限会社シルク
　　　1月28日 小倉 未勝利 芝2000・良 シルクキングリー 牡3 C.デムーロ 栗・岡田 有限会社シルク
　　　 1月29日 小倉 未勝利・牝 芝1800・良 サマールナ 牝3 北村友 栗・木原 セゾンレースホース(株)
　　　  2月5日 京都 新馬・牝 ダ1200・良 トルサード 牝3 吉田稔 美・武市 有限会社シルク
　　　  2月5日 小倉 未勝利 芝2000・良 トーセンホマレボシ 牡3 川須 栗・池江 島川隆哉
　　　  2月5日 京都 1000万下 ダ1200・良 シルクデイブレイク 牡5 川島 栗・加用 有限会社シルク
　　　2月12日 東京 障害・未勝利 ダ3000・良 ドリームマイスター 牡7 草野 美・畠山吉 セゾンレースホース(株)
　　　2月19日 東京 未勝利 ダ1400・良 シンキングマシーン 牡3 横山典 美・武市 佐藤雄司
　　　2月19日 京都 500万下 ダ1900・稍 トーセンウィーク 牡4 小牧 栗・大久保龍 島川隆哉
　　　2月19日 東京 1000万下 ダ2400・良 パクサ 牡4 武士沢 美・鈴木康 加藤信之
　　　2月25日 中山 1000万下 芝1600・不 ドリームバスケット 牡5 柴田善 美・阿部 セゾンレースホース(株)


