
番組名 高松宮記念 大阪杯 桜花賞 皐月賞 天皇賞（春） ＮＨＫマイルＣ ヴィクトリアマイル オークス 日本ダービー 安田記念 宝塚記念

中央競馬中継 ダノンスマッシュ ワグネリアン リアアメリア コントレイル エタリオウ レシステンシア プリモシーン ミヤマザクラ ワーケア ダノンキングリー グローリーヴェイズ

トレセンまるごと情報局 グランアレグリア ロードマイウェイ デアリングタクト コントレイル モズベッロ タイセイビジョン ラッキーライラック ミヤマザクラ コントレイル ダノンプレミアム ダノンキングリー

馬産地通信 グランアレグリア ダノンキングリー リアアメリア コントレイル メイショウテンゲン サリオス グランアレグリア クラヴァシュドール コントレイル ベストアクター ラヴズオンリーユー

トラックマンＴＶ タワーオブロンドン サートゥルナーリア レシステンシア サリオス ユーキャンスマイル サリオス グランアレグリア クラヴァシュドール コントレイル ダノンキングリー サートゥルナーリア

ＫＥＩＢＡコンシェルジュ タワーオブロンドン サートゥルナーリア クラヴァシュドール コントレイル フィエールマン サリオス グランアレグリア マジックキャッスル コントレイル アーモンドアイ クロノジェネシス

Ｍ’ｓＴＶ グランアレグリア ブラストワンピース サンクテュエール サリオス メイショウテンゲン ラウダシオン ビーチサンバ レシステンシア コントレイル ダノンプレミアム ブラストワンピース

ケイバどーも！ モズスーパーフレア ラッキーライラック ミヤマザクラ ワーケア キセキ レシステンシア ラッキーライラック ミヤマザクラ サトノフラッグ インディチャンプ ヴェロックス

草野仁のＧａｔｅ Ｊ.プラス グランアレグリア クロノジェネシス クラヴァシュドール コントレイル ユーキャンスマイル レシステンシア グランアレグリア クラヴァシュドール サトノフラッグ ダノンプレミアム クロノジェネシス

先週の結果分析 ダノンスマッシュ ブラストワンピース マルターズディオサ コントレイル フィエールマン サリオス グランアレグリア ミヤマザクラ サトノフラッグ アドマイヤマーズ クロノジェネシス

ＶＡＮで勝ち馬さがしてみませんか タワーオブロンドン ダノンキングリー デアリングタクト コントレイル ユーキャンスマイル タイセイビジョン シゲルピンクダイヤ クラヴァシュドール コントレイル インディチャンプ ブラストワンピース

地方競馬中継 アウィルアウェイ ブラストワンピース リアアメリア サリオス フィエールマン サリオス グランアレグリア クラヴァシュドール コントレイル アーモンドアイ サートゥルナーリア



番組名 氏 名 高松宮記念 大阪杯 桜花賞 皐月賞 天皇賞（春） ＮＨＫマイルＣ ヴィクトリアマイル オークス 日本ダービー 安田記念 宝塚記念

中央競馬中継 梅澤真理子 ステルヴィオ ラッキーライラック リアアメリア コントレイル フィエールマン ルフトシュトローム プリモシーン スカイグルーヴ ダーリントンホール ダノンキングリー ブラストワンピース

中央競馬中継 岡部玲子 ダノンスマッシュ クロノジェネシス レシステンシア マイラプソディ エタリオウ サクセッション シゲルピンクダイヤ マルターズディオサ コントレイル インディチャンプ エタリオウ

中央競馬中継 栗林さみ ダノンスマッシュ ダノンキングリー リアアメリア コントレイル フィエールマン レシステンシア クロノジェネシス リアアメリア ワーケア インディチャンプ サートゥルナーリア

中央競馬中継 黒澤詩音 ノームコア ブラストワンピース デアリングタクト コントレイル モズベッロ スマイルカナ サウンドキアラ レシステンシア ワーケア タワーオブロンドン ラヴズオンリーユー

中央競馬中継 小堺翔太 ダノンスマッシュ ワグネリアン デアリングタクト クリスタルブラック フィエールマン レシステンシア グランアレグリア ミヤマザクラ マイラプソディ インディチャンプ サートゥルナーリア

中央競馬中継 佐藤美樹 モズスーパーフレア ヴェロックス スマイルカナ オーソリティ エタリオウ ラインベック クロノジェネシス レシステンシア サトノフラッグ アドマイヤマーズ ブラストワンピース

中央競馬中継 山本愛子 ダノンスマッシュ サートゥルナーリア レシステンシア コントレイル メイショウテンゲン サリオス プリモシーン ウーマンズハート コントレイル ダノンプレミアム グローリーヴェイズ

中央競馬中継 吉原 完 タワーオブロンドン サートゥルナーリア ミヤマザクラ コントレイル フィエールマン サリオス グランアレグリア ミヤマザクラ コントレイル ダノンキングリー ブラストワンピース

トレセンまるごと情報局 ギャロップ 林 アウィルアウェイ ロードマイウェイ デアリングタクト コントレイル モズベッロ タイセイビジョン サウンドキアラ ミヤマザクラ コントレイル ダノンプレミアム ダノンキングリー

トレセンまるごと情報局 國嶋絢香 ダノンスマッシュ サートゥルナーリア レシステンシア コントレイル キセキ サリオス ラッキーライラック レシステンシア コントレイル インディチャンプ ラヴズオンリーユー

トレセンまるごと情報局 山根千佳 タワーオブロンドン ダノンキングリー マルターズディオサ サトノフラッグ フィエールマン アブソルティスモ グランアレグリア チェーンオブラブ サトノフラッグ アーモンドアイ ブラストワンピース

馬産地通信 古谷剛彦 グランアレグリア ラッキーライラック リアアメリア コントレイル ムイトオブリガード プリンスリターン グランアレグリア リアアメリア スペードエース ベストアクター ラヴズオンリーユー

馬産地通信 村本浩平 アイラブテーラー クロノジェネシス レシステンシア コントレイル フィエールマン サリオス ノームコア リアアメリア マイラプソディ アドマイヤマーズ サートゥルナーリア

トラックマンＴＶ 秋田奈津子 タワーオブロンドン ヴェロックス レシステンシア ダーリントンホール ユーキャンスマイル サリオス ラッキーライラック クラヴァシュドール コントレイル ダノンキングリー サートゥルナーリア

トラックマンＴＶ 三遊亭五九楽 ステルヴィオ サートゥルナーリア レシステンシア サリオス ユーキャンスマイル サクセッション グランアレグリア ミアマンテ コントレイル ダノンキングリー サートゥルナーリア

ＫＥＩＢＡコンシェルジュ 小木茂光 グランアレグリア ダノンキングリー ミヤマザクラ コントレイル フィエールマン サリオス ノームコア マジックキャッスル コントレイル ステルヴィオ ブラストワンピース

ＫＥＩＢＡコンシェルジュ 守永真彩 ダノンスマッシュ サートゥルナーリア クラヴァシュドール コントレイル メイショウテンゲン サリオス グランアレグリア マルターズディオサ コントレイル インディチャンプ アーモンドアイ

ＫＥＩＢＡコンシェルジュ 栗山 求 グランアレグリア サートゥルナーリア ミヤマザクラ コントレイル フィエールマン サリオス プリモシーン ミヤマザクラ コントレイル アーモンドアイ サートゥルナーリア

ＫＥＩＢＡコンシェルジュ 須田鷹雄 タワーオブロンドン サートゥルナーリア クラヴァシュドール ダーリントンホール キセキ サリオス プリモシーン マルターズディオサ コントレイル ビューティージェネレーション クロノジェネシス

ＫＥＩＢＡコンシェルジュ 辻 三蔵 タワーオブロンドン クロノジェネシス レシステンシア サリオス フィエールマン タイセイビジョン グランアレグリア ミヤマザクラ コントレイル インディチャンプ ラッキーライラック

ＫＥＩＢＡコンシェルジュ 棟広良隆 タワーオブロンドン ダノンキングリー マルターズディオサ サトノフラッグ フィエールマン レシステンシア グランアレグリア ミヤマザクラ サトノフラッグ ダノンキングリー サートゥルナーリア

Ｍ’ｓ　ＴＶ 六車奈々 グランアレグリア レッドレオン サンクテュエール サリオス メイショウテンゲン ラウダシオン スカーレットカラー レシステンシア ワーケア アーモンドアイ アーモンドアイ

Ｍ’ｓ　ＴＶ 松尾康司 タワーオブロンドン ブラストワンピース サンクテュエール サトノフラッグ フィエールマン サリオス ラッキーライラック リアアメリア コントレイル ダノンキングリー ブラストワンピース

Ｍ’ｓ　ＴＶ 横川典視 グランアレグリア サートゥルナーリア クラヴァシュドール サリオス ユーキャンスマイル ラウダシオン ビーチサンバ マルターズディオサ ダーリントンホール ダノンプレミアム ブラストワンピース

ケイバどーも！ 伊藤政昭 グランアレグリア サートゥルナーリア クラヴァシュドール サリオス フィエールマン レシステンシア プリモシーン クラヴァシュドール サトノフラッグ アドマイヤマーズ ブラストワンピース

ケイバどーも！ 駒澤清華 タワーオブロンドン ラッキーライラック ミヤマザクラ ワーケア キセキ レシステンシア ラッキーライラック ミヤマザクラ サトノフラッグ インディチャンプ ヴェロックス

ケイバどーも！ 乗峯栄一 ダノンスマッシュ サートゥルナーリア クラヴァシュドール サトノフラッグ キセキ プリンスリターン ラッキーライラック マルターズディオサ サトノフラッグ インディチャンプ サートゥルナーリア

ケイバどーも！ 久光匡治 グランアレグリア サートゥルナーリア マルターズディオサ サトノフラッグ フィエールマン サリオス グランアレグリア クラヴァシュドール サトノフラッグ ダノンキングリー キセキ

草野仁のＧａｔｅＪ.プラス 草野 仁 グランアレグリア ブラストワンピース クラヴァシュドール サトノフラッグ フィエールマン サクセッション コントラチェック クラヴァシュドール サトノフラッグ グランアレグリア カレンブーケドール

草野仁のＧａｔｅＪ.プラス 津島亜由子 グランアレグリア サートゥルナーリア ミヤマザクラ コントレイル ユーキャンスマイル サリオス ダノンファンタジー リアアメリア コントレイル ダノンプレミアム ダノンキングリー

先週の結果分析 色紙千尋 ダノンスマッシュ ダノンキングリー マルターズディオサ サリオス フィエールマン サリオス グランアレグリア クラヴァシュドール ワーケア アドマイヤマーズ クロノジェネシス

先週の結果分析 山本直也 タワーオブロンドン ブラストワンピース ミヤマザクラ コントレイル フィエールマン サリオス グランアレグリア ミヤマザクラ サトノフラッグ ダノンキングリー ラッキーライラック

ＶＡＮで勝ち馬さがしてみませんか 津田麻莉奈 タワーオブロンドン ダノンキングリー デアリングタクト コントレイル ユーキャンスマイル タイセイビジョン シゲルピンクダイヤ クラヴァシュドール コントレイル インディチャンプ ブラストワンピース

地方競馬中継 上野優花 アウィルアウェイ ブラストワンピース クラヴァシュドール コントレイル フィエールマン サクセッション ダノンファンタジー クリスティ コントレイル ダノンプレミアム サートゥルナーリア

地方競馬中継 赤見千尋 ダノンスマッシュ ブラストワンピース マルターズディオサ コントレイル フィエールマン サリオス プリモシーン リアアメリア コントレイル アーモンドアイ カレンブーケドール

地方競馬中継 斎藤 修 グランアレグリア サートゥルナーリア クラヴァシュドール サリオス フィエールマン レシステンシア ラッキーライラック クラヴァシュドール サトノフラッグ ダノンキングリー カレンブーケドール

地方競馬中継 荘司典子 タワーオブロンドン ブラストワンピース リアアメリア コントレイル グローリーヴェイズ サリオス グランアレグリア クラヴァシュドール ワーケア アドマイヤマーズ サートゥルナーリア

Ｇｏ Ｒａｃｉｎｇ！2020 合田直弘 グランアレグリア ブラストワンピース リアアメリア サリオス メイショウテンゲン サクセッション ダノンファンタジー リリーピュアハート コントレイル ビューティージェネレーション ラッキーライラック

Ｇｏ Ｒａｃｉｎｇ！2020 田中 歩 ダノンスマッシュ ダノンキングリー レシステンシア サリオス キセキ ジュンライトボルト ラッキーライラック レシステンシア サトノフラッグ ダノンプレミアム サートゥルナーリア

Ｇｏ Ｒａｃｉｎｇ！2020 舩山陽司 モズスーパーフレア サートゥルナーリア レシステンシア コントレイル メイショウテンゲン サリオス ノームコア デアリングタクト コントレイル アドマイヤマーズ ブラストワンピース

ＡＬＬ ＩＮ ＬＩＮＥ 山田さつき ダノンスマッシュ サートゥルナーリア サンクテュエール コントレイル ユーキャンスマイル サリオス エスポワール リアアメリア コントレイル アドマイヤマーズ クロノジェネシス

浅野靖典 タワーオブロンドン クロノジェネシス レシステンシア コントレイル キセキ サリオス ラッキーライラック サンクテュエール コントレイル ダノンキングリー サートゥルナーリア

平松さとし ダノンスマッシュ ダノンキングリー リアアメリア コントレイル フィエールマン レシステンシア ラヴズオンリーユー クラヴァシュドール コントレイル インディチャンプ サートゥルナーリア


