
会員優勝馬情報

2013. 9. 7 中山 未勝利 ダ1800・稍 エキマエ 牡2 柴山 美・中川 古川智洋 アラキファーム   
2013. 9. 7 中山 障害未勝利 ダ2880・良 トーセンプラチナ 牡4 石神 美・菅原 島川隆哉 エスティファーム   
2013. 9. 7 中山 新馬 芝1200・良 フリュクティドール 牝2 嘉藤 美・田中清 有限会社ミルファーム 戸川牧場   
2013. 9. 8 中山 未勝利 芝1800・良 ポーラメソッド 牡2 西田 美・金成 有限会社シルク ノーザンファーム   
2013. 9.14 中山 未勝利 ダ1800・良 グラスプリマ 牝2 嶋田 美・尾形充 半沢有限会社 ノーザンファーム   
2013. 9.14 中山 新馬 ダ1200・良 キープアットベイ 牡2 横山典 美・手塚 有限会社シルク Wayne G. Lyster Ⅲ 
2013. 9.17 中山 未勝利 芝1800・良 トーセンカフェ 牡2 田辺 美・上原 島川隆哉 坂本牧場   
2013. 9.17 中山 未勝利 芝1600・良 ドリームリヴァール セ3 田辺 美・池上 セゾンレースホース（株） 追分ファーム   
2013. 9.21 中山 未勝利 芝1800・良 タブレットピーシー 牡2 田中勝 美・宗像 薗部博之 社台ファーム   
2013. 9.21 中山 500万下 芝2000・良 ライズトゥフェイム 牡3 田中勝 美・加藤征 有限会社シルク 社台Co白老ファーム   
2013. 9.22 阪神 未勝利 ダ1800・良 キングスクルーザー 牡3 藤懸 栗・平田 有限会社シルク 社台Co白老ファーム   
2013.10. 5 東京 500万下 ダ1400・不 サルバドールハクイ 牡3 内田 美・相沢 則武輝一 北俣ファーム   
2013.10. 6 東京 新馬 ダ1400・重 トーセンマイティ 牡2 横山典 美・加藤征 島川隆哉 社台ファーム   
2013.10.12 東京 500万下 芝2400・良 ゴールドメイン 牡3 杉原 美・田中清 嶋田賢 服部牧場   
2013.10.19 新潟 未勝利・牝 芝1600・良 セレナビアンカ 牝2 丸田 美・宗像 島川利子 社台ファーム   
2013.10.19 新潟 500万下 ダ1800・稍 ケツァルコアトル 牡3 中谷 美・畠山重 有限会社ミルファーム 岡田スタッド   
2013.10.20 京都 新馬 芝1800・重 トーセンスターダム 牡2 武豊 栗・池江 島川隆哉 ノーザンファーム   
2013.10.26 新潟 500万下 ダ1800・不 ゴールデンヒーロー 牡3 川島 栗・北出 有限会社シルク 社台Co白老ファーム   
2013.10.26 東京 500万下・牝 ダ1600・不 フクノカシオペア 牝3 松岡 美・小島茂 福島実 バンブー牧場   
2013.11. 2 京都 新馬 芝1400・良 サンシカゴ 牡2 秋山 栗・田所 加藤信之 加藤ステーブル   
2013.11. 3 東京 未勝利 芝1800・良 アンジュデュバン 牝2 蛯名 美・武市 後藤英成 荒井ファーム   
2013.11.10 福島 500万下 ダ1700・良 ゲームフェイス 牡3 川須 栗・領家 宮川純造 宮内牧場   
2013.11.17 福島 未勝利・牝 ダ1150・良 サンマディソン 牝2 岩部 美・萱野 加藤信之 斉藤スタッド
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日付 場所 レース名 コース 馬名 性齢 騎手 調教師 馬主

2013.11.17 東京 未勝利 芝1600・良 サニーデイズ 牡2 津村 美・相沢 星野祐介 前野牧場   
2013.11.17 東京 未勝利・牝 芝1800・良 ティックルゴールド 牝2 田辺 美・田島 有限会社シルク 社台Co白老ファーム   
2013.11.23 東京 未勝利・牝 ダ1600・良 トーセンセラヴィ 牝2 横山典 美・加藤征 島川隆哉 エスティファーム   
2013.11.23 東京 1000万下 ダ1600・良 ドリームザネクスト 牡6 丸山 美・根本 セゾンレースホース（株） 協栄組合   
2013.11.30 中山 500万下 ダ1800・良 ワンダーロード 牡3 吉田豊 美・尾形充 伊東純一 隆栄牧場   
2013.11.30 中山 1000万下 芝1200・良 レオンビスティー 牡4 松岡 栗・矢作 備前島敏子 下河辺牧場   
2013.11.30 阪神 未勝利 芝2000・良 ワールドインパクト 牡2 岩田 栗・友道 有限会社シルク ノーザンファーム   
2013.12. 7 中山 新馬 芝1600・良 エクセレントビュー 牝2 戸崎 美・高柳 有限会社シルク 天羽牧場   
2013.12. 8 中山 新馬・牝 芝1600・良 フォワードカール 牝2 宮崎 美・田中剛 有限会社シルク ノーザンファーム   
2013.12.14 中山 1000万下 芝1600・良 ミナレット 牝3 津村 美・大和田 有限会社ミルファーム キヨタケ牧場   
2013.12.14 中京 未勝利 ダ1200・良 ドリームカイザー 牡2 幸 栗・飯田雄 セゾンレースホース（株） 浦新徳司   
2013.12.14 中京 新馬 芝1400・良 シセイカスガ 牡2 北村友 栗・北出 猪苗代勇 メイプルファーム   
2013.12.15 中山 未勝利 芝1200・良 ヴァンデミエール 牝2 田辺 美・斎藤 有限会社ミルファーム ビッグレッドファーム   
2013.12.21 中山 未勝利 ダ1800・不 サムソンズシエル 牡2 ムーア 美・伊藤大 有限会社シルク ノーザンファーム   
2013.12.23 中山 未勝利 ダ1200・稍 サンデンバー 牡2 的場 美・的場 加藤信之 樋渡信義   
2014. 1. 6 中山 1000万下 芝2000・良 ライズトゥフェイム 牡4 田中勝 美・加藤征 有限会社シルク 社台Co白老ファーム   
2014. 1.12 中山 500万下・牝 ダ1200・重 プリティーキャロル 牝4 北村宏 美・大江原 伊東純一 タツヤファーム   
2014. 1.13 京都 新馬 ダ1800・良 スペシャルギフト 牡3 ルメール 栗・須貝 有限会社シルク ノーザンファーム   
2014. 1.18 中山 500万下 ダ1800・良 ヴィルトグラーフ セ4 木幡 美・牧 有限会社シルク 社台Co白老ファーム   
2014. 1.19 中京 500万下 ダ1200・良 シルクバーニッシュ 牡5 杉原 栗・領家 有限会社シルク 坂東牧場   
2014. 1.19 京都 500万下 ダ1800・良 エキマエ 牡3 浜中 美・中川 古川智洋 アラキファーム   
2014. 2. 1 東京 未勝利 芝2400・良 サヴァティアーノ 牡3 後藤 美・萩原 有限会社シルク ノーザンファーム   
2014. 2. 1 東京 500万下・牝 ダ1400・良 ミルキーブロード 牝5 木幡 美・牧 半沢有限会社 静内フジカワ牧場   
2014. 2. 2 東京 未勝利 芝1600・良 ホクラニミサ 牝3 松岡 美・二ノ宮 嶋田賢 服部牧場   
2014. 2. 2 京都 新馬 芝2000・良 トーセンマタコイヤ 牡3 Ｃ．デムーロ 美・加藤征 島川隆哉 ノーザンファーム   
2014. 2.22 東京 未勝利・牝 ダ2100・良 アムールスキー 牡3 リスポリ 美・小笠 有限会社シルク 社台Co白老ファーム   
2014.2.22 東京 未勝利 ダ1600・良 パナシュドール 牝3 田辺 美・斎藤 落合幸弘 社台ファーム
2014. 2.23 東京 未勝利 芝1600・良 アンジェリック 牝3 Ｃ．デムーロ 美・大和田 有限会社シルク 杵臼牧場   
2014. 2.23 小倉 500万下・牝 芝1200・良 カハラビスティー 牝5 藤岡佑 美・伊藤大 備前島敏子 松浦牧場   
2014. 3. 1 阪神 未勝利 ダ1200・稍 メジャースタイル 牡3 浜中 栗・佐々木 有限会社シルク ノーザンファーム   
2014. 3. 1 阪神 未勝利 芝1800・良 パドルウィール 牡3 川田 栗・中尾 有限会社シルク 社台Co白老ファーム   
2014. 3. 1 小倉 500万下 芝2000・良 トーセンツリー 牡4 黛 美・奥平 島川隆哉 エスティファーム   
2014. 3. 2 中山 障害未勝利 ダ2880・稍 トーセンアレス 牡7 五十嵐 美・鈴木康 島川隆哉 ノーザンファーム   
2014. 3. 8 中山 未勝利 芝2000・良 ストーミング 牡3 田中勝 美・新開 栗坂崇 中神牧場   
2014. 3. 9 中山 未勝利・牝 ダ1800・良 エスティレジェンド 牝3 内田 美・菅原 島川隆哉 エスティファーム   
2014. 3.15 中山 未勝利・牝 ダ1800・重 グラスティファニー 牝3 吉田豊 美・尾形充 半沢有限会社 ヤナガワ牧場   
2014. 3.15 中山 未勝利 ダ1200・重 グラスルノン 牝3 木幡 美・牧 半沢有限会社 静内フジカワ牧場   
2014. 3.15 中京 未勝利 ダ1800・重 ヴォルスング 牡3 後藤 栗・牧浦 有限会社シルク 社台Co白老ファーム   
2014. 3.16 阪神 新馬 ダ1800・稍 ネオジェネシス 牡3 浜中 栗・大久保龍 有限会社シルク 社台Co白老ファーム   
2014. 3.21 中山 500万下 ダ1200・重 リバティーアゲイン 牡5 田中勝 美・松山将 阿部幸暉 ラッキー牧場   
2014. 3.22 中京 未勝利 ダ1800・良 キングオブタイム 牡3 小牧 栗・加用 有限会社シルク 樋渡信義   
2014. 3.22 中京 500万下 ダ1800・良 ボップリヴァーサル 牡4 蛯名 美・二ノ宮 嶋田賢 佐々木恵一   
2014. 3.23 中山 未勝利 ダ1800・良 トーセンミラージュ 牡3 横山典 美・菅原 島川隆哉 ノーザンファーム   
2014. 3.23 阪神 未勝利・牝 ダ1200・稍 メモリーレーン 牝3 浜中 栗・荒川 有限会社シルク 社台Co白老ファーム   
2014. 3.29 中山 未勝利・牝 ダ1800・良 アイヅラブリー 牝3 武士沢 美・佐藤吉 真部晴徳 ナカノファーム   
2014. 3.29 中山 未勝利 ダ1200・良 ラシアンカウボーイ 牡3 戸崎 美・高橋祥 有限会社ミルファーム ミルファーム   
2014. 3.29 中山 500万下 芝1200・良 トーセンシルエット 牝3 柴田善 美・菅原 島川隆哉 エスティファーム   
2014. 3.30 中山 500万下 ダ1200・稍 ダークシーカー 牡5 松岡 美・土田 松本俊廣 土田和男   
2014. 3.30 中京 500万下・牝 ダ1400・不 アルデグロリア 牝4 石橋脩 美・浅野 井上修一 元茂牧場   
2014. 4. 6 阪神 未勝利 ダ1800・稍 フェイマスエンド 牡3 川田 栗・鮫島 有限会社シルク 中村農場   
2014. 4. 6 阪神 未勝利・牝 芝1800・良 ベッラレジーナ 牝3 福永 栗・平田 有限会社シルク ノーザンファーム   
2014. 4.19 福島 未勝利 芝1800・良 キズナエンドレス 牝3 伊藤 美・宗像 関駿也 関兵牧場   
2014. 4.19 福島 未勝利 芝2000・良 ナイフリッジ 牡3 横山和 美・古賀史 有限会社シルク 社台Co白老ファーム   
2014. 4.19 阪神 未勝利 ダ1800・良 ヴィッセン 牡3 松山 栗・石坂 有限会社シルク 社台Co白老ファーム   
2014. 4.20 福島 500万下 ダ1700・良 キングスクルーザー 牡4 藤懸 栗・平田 有限会社シルク 社台Co白老ファーム   
2014. 4.26 福島 未勝利 ダ1150・良 サンレイクウッド 牡3 菱田 栗・谷 加藤信之 真壁信一   
2014. 4.26 福島 未勝利 ダ1700・良 メリーウィドウ 牝3 吉田豊 美・尾形充 有限会社シルク ヤナガワ牧場   
2014. 4.26 東京 未勝利・牝 ダ1400・良 オクリモノ 牝3 柴田大 美・伊藤伸 有限会社ミルファーム ミルファーム   
2014. 4.26 東京 1000万下・牝 芝1600・良 チェリーヒロイン 牝5 横山典 美・和田一 伊藤秀也 社台ファーム
2014. 4.27 福島 未勝利 ダ1700・良 ダテノトライアンフ 牡3 長岡 美・清水英 関駿也 関兵牧場   
2014. 4.27 福島 障害未勝利 芝2770・良 ドリームセーリング 牡7 石神 美・田島 セゾンレースホース（株） 千代田牧場   
2014. 4.27 東京 未勝利・牝 ダ1600・良 アンジュシュエット 牝3 後藤 美・伊藤大 有限会社シルク 桑田牧場   
2014. 4.27 東京 未勝利 ダ1400・良 グラスワイルド セ3 柴田大 美・田島 半沢有限会社 ヤナガワ牧場   
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