
今シーズンもグリーンチャンネル名物の視聴者参加型イベント

「炎の十番勝負２０２０秋」が開幕します。

１０月４日のスプリンターズＳを皮切りに、１２月２７日有馬記念まで 第1戦 スプリンターズＳ 10/4

秋のＧⅠレース全１２戦の勝ち馬を一挙に予想するこの企画。 第2戦 秋 華 賞 10/18

３冠馬の誕生が期待される３歳戦線、ローテーションの読みがポイントの 第3戦 菊 花 賞 10/25

古馬戦線など、今回も見どころが多いレースの十番勝負となりそうです。 第4戦 天皇賞 (秋) 11/1

各レースで「勝つと思う馬」を1頭見つけて指名してください。 第5戦 エリザベス女王杯 11/15

指名馬が１着なら１０ポイント、２着なら３ポイント、 第6戦 マイルＣＳ 11/22

３着なら１ポイント獲得となります。（阪神ＪＦと朝日杯ＦＳとホープフルＳは１着１５ポイント） 第7戦 ジャパンＣ 11/29

またオプショナルポイントとして、勝ち馬の単勝が２０倍以上５０倍未満なら５ポイント 第8戦 チャンピオンズＣ 12/6

５０倍以上なら１０ポイントが,総合ポイントに追加されます。 第9戦 阪神ＪＦ 12/13

全１２戦のポイントに加え番組対抗戦優勝チーム予想の 第10戦 朝日杯ＦＳ 12/20

総合ポイントで優勝を競います。 第11戦 ホープフルＳ 12/26

優勝者及び上位入賞者にはトロフィー＆豪華賞品＆オリジナルグッズが 第12戦 有馬記念 12/27

プレゼントされます。皆さんのご参加、お待ちしております！

炎の十番勝負のカギを握るグリーンチャンネル番組対抗戦。

前回最下位の「中央競馬中継」が降格となり、「Go Racing！2020」が昇格。

全１１チームが番組対抗戦の優勝を争います。

各チームの指名馬をしっかりチェックして優勝しそうな番組を指名し、

ポイントの加算を狙ってください。
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番組内で紹介した各レース（スプリンターズＳ以外）の有力馬一覧を表示します。
あくまでも番組調べですのでご了承ください。
※9月21日(月)現在(アイウエオ順)。スプリンターズＳは登録馬をご覧ください。

◆ 秋 華 賞（10/18）全牝馬
アブレイズ ウインマイティー ウインマリリン ウーマンズハート クラヴァシュドール サンクテュエール

シーズンズギフト スカイグルーヴ デアリングタクト デゼル フィオリキアリ ホウオウピースフル

マジックキャッスル マルターズディオサ ミヤマザクラ ムジカ リアアメリア

◆ 菊 花 賞（10/25）
ヴァルコス ヴェルトライゼンデ ガロアクリーク コントレイル サトノフラッグ ディープボンド

バビット パンサラッサ ビターエンダー ヒュッゲ ブラックホール マイラプソディ

マンオブスピリット レクセランス

◆ 天皇賞・秋（11/1）
アーモンドアイ カデナ クレッシェンドラヴ クロノジェネシス サリオス ダイワキャグニー

ダノンキングリー ダノンプレミアム トーセンスーリヤ ブラストワンピース マカヒキ ミッキースワロー

ワグネリアン

◆ エリザベス女王杯（11/15）全牝馬
カレンブーケドール クロノジェネシス コントラチェック サトノガーネット サマーセント サラキア

シャドウディーヴァ スカーレットカラー センテリュオ デアリングタクト ノームコア ビーチサンバ

フェアリーポルカ ポンデザール ラヴズオンリーユー ラッキーライラック

◆ マイルＣＳ（11/22）
アドマイヤマーズ インディチャンプ グランアレグリア ケイアイノーテック サウンドキアラ サトノアーサー

サリオス ステルヴィオ スマイルカナ タイセイビジョン ダノンキングリー ダノンファンタジー

ダノンプレミアム トロワゼトワル ペルシアンナイト ラウダシオン レシステンシア

◆ ジャパンＣ（11/29）
アーモンドアイ カレンブーケドール キセキ キングオブコージ グローリーヴェイズ サートゥルナーリア

ダンビュライト パフォーマプロミス フィエールマン マカヒキ メイショウテンゲン モズベッロ

ユーキャンスマイル レッドジェニアル ワグネリアン ワールドプレミア

◆ チャンピオンズＣ（12/6）
アナザートゥルース インティ ウェスタールンド ヴェンジェンス オメガパフューム カフェファラオ

クリソベリル ケイティブレイブ ケンシンコウ ゴールドドリーム サンライズノヴァ スワーヴアラミス

タイムフライヤー ダノンファラオ チュウワウィザード デルマルーヴル モズアトラクション ワイドファラオ

◆ 阪神ＪＦ（12/13）全牝馬
インフィナイト ウインアグライア オレンジフィズ ククナ サトノレイナス ジャカランダレーン

ソダシ タウゼントシェーン ダノンシュネラ フォティノース フラーズダルム ブルーバード

メイケイエール モンファボリ ユーバーレーベン ヨカヨカ リフレイム リンゴアメ

◆ 朝日杯ＦＳ（12/20）
アランデル エフフォーリア オーソクレース カイザーノヴァ ショックアクション ステラヴェローチェ

ダノンザキッド ドゥラモンド ドゥラヴェルデ バスラットレオン バニシングポイント ブルーシンフォニー

ホウオウアマゾン ヨーホーレイク ランドオブリバティ ラーゴム ルドヴィクス ワンダフルタウン

◆ ホープフルＳ（12/26）
アランデル エフフォーリア オーソクレース カイザーノヴァ ショックアクション ステラヴェローチェ

ダノンザキッド ドゥラモンド ドゥラヴェルデ バスラットレオン バニシングポイント ブルーシンフォニー

ホウオウアマゾン ヨーホーレイク ランドオブリバティ ラーゴム ルドヴィクス ワンダフルタウン

◆ 有馬記念（12/27）
アーモンドアイ カレンブーケドール キセキ クロノジェネシス グローリーヴェイズ コントレイル

サートゥルナーリア ダノンキングリー ダノンプレミアム デアリングタクト フィエールマン ブラストワンピース

ミッキースワロー ユーキャンスマイル ラヴズオンリーユー ラッキーライラック ワグネリアン ワールドプレミア

 


