
SASASASA NINININI OGOGOGOG KIKIKIKI ENENENEN AKAKAKAK YOYOYOYO ODODODOD HAHAHAHA

1111
エアトゥーレ フォレストキティ マンデラ オリエンタルアート アドマイヤグルーヴ キュンティア マンハッタンフィズ ビワハイジ ハルーワスウィート

2222
プリンセスオリビア コイウタ ローズバド マルバイユ アドマイヤセラヴィ カーリング ダンスインザムード ムーンレディ コマーサント

3333
ガヴィオラ ヴァイオレットラブ ファレノプシス ドナブリーニ

ファイナルデスティネーション

ケイウーマン レンドフェリーチェ アドマイヤサンデー プライムステージ

4444
データ ローザネイ バレークイーン ジェミードレス シーキングマイラブ メインリー アグネスラズベリ モンローブロンド アスピリンスノー

5555
ラリーズン ダンスパートナー ホワットケイティーディド

シェンク マリーシャンタル ゴールドティアラ デアリングダンジグ ロージーミスト クノッソス

6666
セカンドハピネス ビルアンドクー アイルドフランス オイスターチケット ヒルトップレディ ビッグテンビー アドマイヤハッピー エイシンマッカレン シャンクシー

7777
エイシンサンサン ダイワルージュ フサイチエアデール アンチョ フラワーパーク スイープトウショウ キャッシュインクルーデッド

エアデジャヴー クイックリトルミス

8888
glinting desert フェアリードール Wind Flow キュー グレースアドマイヤ レディバラード オネストリーダーリン ファンジカ スカーレットベル

9999
ミスペンバリー マルカキャンディ Palais Versailles ミズナ エリモピクシー ダンスーズデトワール ディアデラノビア トゥザヴィクトリー タンタスエルテ

10101010 クリソプレーズ ヤマニンシュクル レディパステル ラスリングカプス ヴェルヴェットクイーン レーゲンボーゲン スカーレットレディ ピンクタートル シンハリーズ

11111111
サトノアマゾネス ヘヴンリーロマンス ピンクパピヨン シェリーザ シーズアン ウインドインハーヘア エヴリウィスパー チアズメッセージ オメガアイランド

12121212
ムーンライトダンス リンデンルレーブ ソニックグルーヴ プロモーション オーバーザウォール アサヒマーキュリー タイムウィルテル グレースランド シビル

13131313
クイーンカアフマヌ ピサノグラフ アルーリングアクト クイーンリザーブ ヴァンドノワール ヴァルザフォーサ オンブルリジェール リアルナンバー ラタフィア

14141414
レディブラッサム ライラプス ケイティーズファースト マイネディーバ ゴールデンサッシュ ウィッチフルシンキング クイーンソネット タイトルド アルカイックレディ

15151515 ゴーカロライナ アイアンビューティ アイランドファッション ソルティビッド アンブロワーズ シルバーチャリス スルーオール シラユキヒメ サークリング

16161616 アンナモンダ Reach for the Moon ショートハンド カネヤマシカダ セルリアンブルー カーラパワー アジアンミーティア ティエッチマンボ ポイントフラッグ

17171717
スイートオーキッド ノースフライト アロングザシー チャンネルワン Divina Mia ビハインドザマスク マンダララ スマイルトゥモロー ムービースクリーン

18181818
ジェイズジュエリー メルヴェイユーズ ウィキウィキ ディアアドマイヤ エターナルビート アビ solaia チャペルコンサート バルドネキア

19191919 フィジーガール クラシックローズ タカラカンナ ラヴアンドバブルズ レース スプリットザナイト コートアウト メジロダーリング Rosie's Posy

20202020 リキセレナード ヒストリックスター ブゼンキャンドル マンファス シェリール レッドチリペッパー スターミー バレエブラン マイベストスター

POG W POG W POG W POG W 2011～2012 2011～2012 2011～2012 2011～2012 POG LISTPOG LISTPOG LISTPOG LIST（（（（母名母名母名母名でででで表記表記表記表記））））

　　　　　　　　※※※※　　　　HAHAHAHA厩舎厩舎厩舎厩舎は2は2は2は2回札幌競馬3日目回札幌競馬3日目回札幌競馬3日目回札幌競馬3日目からのポイントからのポイントからのポイントからのポイント計算計算計算計算になりますになりますになりますになります。。。。
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1111 クランモンタナ アメイズリー ワールドエース マトゥラー アドマイヤトライ コーダリー シャンボールフィズ ジョワドヴィーヴル ヴィルシーナ

2222 スピルバーグ アルティメイトラブ ローゼンケーニッヒ グランデッツァ プレザントライフ エキストラエンド サトノプレジデント ダノンムーン ベストディール

3333 メテオライト ベールドインパクト アワーグラス ジェンティルドンナ ファイナルフォーム モンテエクリプス モルトフェリーチェ エンジェルフォール ステージナーヴ

4444 アーカイブ エンブレムローザ インステイト デルマハゴロモ ブリスアウト サンライズチケット リインカネーション ビキニブロンド レットイットスノー

5555 ストレートラブ ロンギングダンサー セングレン トーセンシーザー ファントムライト ゴールデンクラウン デアリングプライド アドマイヤキュート ジャーエスペランサ

6666
タフディシジョン アーベントロート ライズアゲイン サングヒーロー ウインナイトホーク イントゥザブルー ドラケンスバーグ エーシンエムホープ オリービン

7777
エーシングルーオン ダイワネクサス ボルボレッタ アンチュラス ヴァンセンヌ ジュエルトウショウ インヴェストメント エアルプロン ストリートハンター

8888
シャドウパーティー フェアリーダンス エーシングリフォン エネアド シェイクスピア ロードハリケーン アルアマーナ ダイワマッジョーレ スカーレットリング

9999 エタンダール アルフェロア フェアエレン ディサイファ クラレント オメガホームラン ディアデラバンデラ トゥザハピネス パララサルー

10101010
フォルトファーレン ヤマニンブリス ロードアクレイム オコレマルーナ カリズマ フォントルロイ ヴェルメリオ ポップアイコン アダムスピーク

11111111 サトノヒーロー ウイニングサルート プレレフア チュウキチ エポキシ トーセンロレンス トーセンホマレボシ イルポスティーノ オメガハートランド

12121212 クラヴェジーナ マスイデア ルミナスグルーヴ アドマイヤバラード フェデラルホール コウヨウラブ パッシフローラ ザグレース ジャスタウェイ

13131313 カナロア クリュッグ アルーア ダヴィード ダノンオリエント ダノンルーチェ プレリアル ハギノタイクーン エピセアローム

14141414 ロードガルーダ アナスタシアブルー ケイティーズハート マイネルアトラクト ケントリューズ ベルガリオン ブランクヴァース オーファメイ エイシンキンチェム

15151515 マジカルツアー
アイアンビューティの09 オーシャンドライブ シュガーヒル アペラシオン ジェノアチャリス トップスカーレット マシュマロ マカハ

16161616 モントリヒト ツヴァイハンダー スターストリート エイブルトップガン メイショウバロン レイカーラ カレイドスコープ アドマイヤレイ ゴールドシップ

17171717 オナーコード ミラクルムーン シーウェーヴ ハイタッチ コスモベルアーム マスクオフ マンダララの09 サンキュースマイル マイネルディーン

18181818 ジェラルド ルクドゥフードル エンドレスノット ハッピーシャワー エターナルフェイム ルサビ エーシンドクトル チャペルプリンセス バルドルチア

19191919
サウスパシフィック サトノジュビリー マイネカメリア ディープブリランテ マイネルレーサー スイートガガ ウィケットキーパー リバーオリエンタル レッドコースト

20202020
ツルマルサンチャン ピュアソウル タガノキャンドル マンファスの09 プールマシェール ジェイド スターノエル アルディエス アドマイヤリリーフ

POG W POG W POG W POG W 2011～2012 2011～2012 2011～2012 2011～2012 POG LISTPOG LISTPOG LISTPOG LIST

　　　　　　　　※※※※　　　　HAHAHAHA厩舎厩舎厩舎厩舎は2は2は2は2回札幌競馬3日目回札幌競馬3日目回札幌競馬3日目回札幌競馬3日目からのポイントからのポイントからのポイントからのポイント計算計算計算計算になりますになりますになりますになります。。。。



SASASASA NINININI OGOGOGOG KIKIKIKI ENENENEN AKAKAKAK YOYOYOYO ODODODOD HAHAHAHA

1111
2009105738 2009101366 2009106353 2009106434 2009106062 2009105013 2009105993 2009106278 2009106264

2222
2009105961 2009105790 2009106416 2009105989 2009106064 2009105771 2009105854 2009106005 2009105792

3333
2009106113 2009105730 2009105032 2009106253 2009105921 2009102449 2009106047 2009106063 2009105953

4444
2009106244 2009106413 2009106269 2009105820 2009105818 2009102494 2009105707 2009106375 2009105711

5555
2009106555 2009105855 2009106334 2009105807 2009106351 2009106152 2009105868 2009106415 2009106773

6666
2009106486 2009105917 2009106055 2009106101 2009104589 2009105347 2009106066 2009100224 2009105813

7777
2009100208 2009105849 2009106303 2009106569 2009106525 2009103937 2009106442 2009105737 2009106122

8888
2009110017 2009106296 2009110014 2009106444 2009106138 2009101523 2009106578 2009105925 2009106189

9999
2009104372 2009105984 2009110056 2009102678 2009105009 2009105856 2009106237 2009106245 2009106489

10101010 2009106126 2009104991 2009101524 2009106017 2009102624 2009106403 2009106190 2009102557 2009106176

11111111 2009105804 2009105036 2009106288 2009102455 2009106178 2009106085 2009106092 2009106227 2009105758

12121212 2009106369 2009100729 2009106212 2009106325 2009106104 2009100864 2009106220 2009106450 2009106461

13131313 2009102912 2009106283 2009106427 2009105014 2009106087 2009101164 2009105767 2009106386 2009106383

14141414 2009101528 2009106379 2009106142 2009105191 2009106454 2009106573 2009105781 2009106219 2009100946

15151515 2009102452 2009101622 2009106054 2009106213 2009106077 2009106175 2009106205 2009106172 2009104366

16161616 2009105718 2009110010 2009102637 2009101932 2009100585 2009102441 2009105003 2009106234 2009102739

17171717 2009109144 2009101168 2009105717 2009103203 2009110015 2009105916 2009106352 2009103848 2009104977

18181818 2009106181 2009101175 2009106084 2009106236 2009106577 2009101009 2009110034 2009106495 2009105904

19191919 2009102278 2009106123 2009105164 2009105084 2009106404 2009106198 2009105795 2009105643 2009110049

20202020 2009104344 2009106275 2009106310 2009106355 2009106165 2009106040 2009106194 2009106604 2009106540

POG W POG W POG W POG W 2011～2012 2011～2012 2011～2012 2011～2012 POG LISTPOG LISTPOG LISTPOG LIST（（（（血統登録番号血統登録番号血統登録番号血統登録番号でででで表記表記表記表記））））

　　　　　　　　※※※※　　　　HAHAHAHA厩舎厩舎厩舎厩舎は2は2は2は2回札幌競馬3日目回札幌競馬3日目回札幌競馬3日目回札幌競馬3日目からのポイントからのポイントからのポイントからのポイント計算計算計算計算になりますになりますになりますになります。。。。
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1111
ディープインパクト サウスヴィグラス ディープインパクト ディープインパクト シンボリクリスエス アグネスタキオン キングカメハメハ ディープインパクト ディープインパクト

2222
ディープインパクト シンボリクリスエス シンボリクリスエス アグネスタキオン シンボリクリスエス ディープインパクト シンボリクリスエス ディープインパクト ディープインパクト

3333
アグネスタキオン ディープインパクト アグネスタキオン ディープインパクト ディープインパクト ディープインパクト ディープインパクト ジャングルポケット ファルブラヴ

4444
ディープインパクト ウォーエンブレム ダイワメジャー フジキセキ アグネスタキオン アグネスタキオン アグネスタキオン キングカメハメハ ハーツクライ

5555
アグネスタキオン シンボリクリスエス ハーツクライ ディープインパクト オペラハウス フジキセキ ダイワメジャー キングカメハメハ キングカメハメハ

6666
アグネスタキオン フジキセキ ディープインパクト ディープインパクト ワイルドラッシュ キングヘイロー フジキセキ フレンチデピュティ ダイワメジャー

7777
アグネスタキオン ジャングルポケット ウォーエンブレム ディープインパクト ディープインパクト アグネスタキオン アグネスタキオン ディープインパクト Street Sense

8888 King's Best アグネスタキオン Street Cry ディープインパクト ディープインパクト ディープインパクト ディープインパクト ダイワメジャー シンボリクリスエス

9999
ディープインパクト シンボリクリスエス Street Cry ディープインパクト ダンスインザダーク ダイワメジャー シンボリクリスエス シンボリクリスエス ディープインパクト

10101010
ディープインパクト アドマイヤムーン ディープインパクト ディープインパクト アドマイヤムーン ゼンノロブロイ シンボリクリスエス ダイワメジャー ディープインパクト

11111111
ディープインパクト フレンチデピュティ シンボリクリスエス ディープインパクト ディープインパクト ダイワメジャー ディープインパクト フレンチデピュティ アグネスタキオン

12121212
アグネスタキオン リンカーン アグネスタキオン ハーツクライ ステイゴールド ロイヤルタッチ ディープインパクト ディープインパクト ハーツクライ

13131313
ディープインパクト シンボリクリスエス ディープインパクト アグネスタキオン ハーツクライ ディープインパクト アグネスタキオン キングカメハメハ ダイワメジャー

14141414
アグネスタキオン ファルブラヴ ハーツクライ アドマイヤマックス ゼンノロブロイ フジキセキ ネオユニヴァース ディープインパクト フジキセキ

15151515
アグネスタキオン ロージズインメイ Ghostzapper クロフネ アドマイヤムーン アグネスタキオン ダイワメジャー クロフネ キングカメハメハ

16161616
アグネスタキオン Elusive Quality Street Cry マヤノトップガン フォーティナイナーズサン キングカメハメハ ディープインパクト ダイワメジャー ステイゴールド

17171717
アグネスタキオン アドマイヤムーン アグネスタキオン マイネルラヴ Pivotal ディープインパクト ディープインパクト ブライアンズタイム ダンスインザダーク

18181818
アグネスタキオン アドマイヤマックス ディープインパクト ファルブラヴ アグネスタキオン アグネスタキオン Montjeu キングカメハメハ ダイワメジャー

19191919 ステイゴールド ダイワメジャー ディープインパクト ディープインパクト ジャングルポケット ディープインパクト アグネスタキオン ディープインパクト Cape Cross

20202020
ディープインパクト ディープインパクト アグネスタキオン ディープインパクト ジャングルポケット ハーツクライ デュランダル キングカメハメハ フジキセキ

POG W POG W POG W POG W 2011～2012 2011～2012 2011～2012 2011～2012 POG LISTPOG LISTPOG LISTPOG LIST（（（（種牡馬種牡馬種牡馬種牡馬））））

　　　　　　　　※※※※　　　　HAHAHAHA厩舎厩舎厩舎厩舎は2は2は2は2回札幌競馬3日目回札幌競馬3日目回札幌競馬3日目回札幌競馬3日目からのポイントからのポイントからのポイントからのポイント計算計算計算計算になりますになりますになりますになります。。。。
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1111 牡 牡 牡 牝 牡 牡 牝 牝 牝

2222 牡 牝 牡 牡 牡 牡 牡 牡 牡

3333 牡 牡 牝 牝 牡 牡 牝 牝 牡

4444 牡 牡 牡 牝 牡 牡 牡 牝 牝

5555 牝 牡 牡 牡 牡 牡 牝 牝 牡

6666 牡 牝 牡 牡 牡 牡 牡 牡 牡

7777 牡 牡 牝 牝 牡 牝 牡 牡 牡

8888 牡 牝 牝 牡 牡 牡 牝 牡 牝

9999 牡 牡 牝 牡 牡 牡 牡 牝 牝

10101010 牡 牡 牡 牡 牝 牡 牡 牝 牡

11111111 牡 牡 牡 牡 牝 牡 牡 牡 牝

12121212 牝 牝 牝 牡 牡 牝 牝 牝 牡

13131313 牡 牡 牝 牡 牡 牡 牝 牡 牝

14141414 牡 牝 牝 牡 牡 牡 牡 牝 牝

15151515 牡 牝 牡 牡 牝 牡 牝 牝 牡

16161616 牡 牡 牝 牝 牡 牝 牝 牡 牡

17171717 牡 牝 牡 牡 牡 牝 牡 牝 牡

18181818 牡 牝 牝 牝 牡 牝 牡 牝 牡

19191919 牡 牡 牝 牡 牡 牝 牝 牡 牡

20202020 牝 牡 牝 牝 牡 牡 牡 牡 牡

　　　　　　　　※※※※　　　　HAHAHAHA厩舎厩舎厩舎厩舎は2は2は2は2回札幌競馬3日目回札幌競馬3日目回札幌競馬3日目回札幌競馬3日目からのポイントからのポイントからのポイントからのポイント計算計算計算計算になりますになりますになりますになります。。。。

POG W POG W POG W POG W 2011～2012 2011～2012 2011～2012 2011～2012 POG LISTPOG LISTPOG LISTPOG LIST（（（（性別性別性別性別））））


