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馬産地通信　(前回優勝)

トレセンまるごと情報局

ケイバどーも！

Go Racing！2021

先週の結果分析

日曜レース展望ＫＥＩＢＡコンシェルジュ
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草野仁のGate J.プラス
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グリーンチャンネル地方競馬中継

VANで勝ち馬さがしてみませんか

グリーンチャンネル番組対抗戦出場チーム

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は
前回最下位の「中央競馬中継」が降格。
「ＶＡＮで勝ち馬さがしてみませんか」が昇格となり、
全１１チームで番組対抗戦を争います。

各チームの指名馬をしっかりチェックし、優勝すると思う番組を指名して
ポイントの加算を狙ってください。
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皆さんのご参加、お待ちしております！

２０２１年下半期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２０２１秋」が開幕します。
１０月３日のスプリンターズＳを皮切りに、
１２月２８日のホープフルＳまで
秋のＧⅠレース全１２戦の勝ち馬を
一挙一挙に予想してください。

指名馬を見つけるのが難しい2歳戦線、
混戦が予想される3歳戦線、ローテーションの
読みがポイントの古馬戦線など、今回も難解な
レースが多い十番勝負となりそうです。
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。

指名馬が１着なら１０ポイント、２着なら３ポイント、３着なら１ポイント獲得となります。
（2歳戦の阪神ジュベナイルＦと朝日杯フューチュリティＳとホープフルＳはボーナスレースで１着１５ポイント）

また勝ち馬の単勝が２０倍以上５０倍未満なら５ポイント、５０倍以上なら１０ポイントが
総合ポイントに追加されるオプショナルポイントが今季も採用されています。
全１２戦の合計ポイントに番組対抗戦優勝チーム予想のポイントを加えた
総合ポイントで優勝を競います。

優優勝者及び上位入賞者にはトロフィー＆豪華副賞＆オリジナルグッズがプレゼント
されます。
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「炎の十番勝負」2021年秋　レース日程

２０２1 秋
開幕号十番勝負新聞



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20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（10/17）全牝馬
アールドヴィーヴル アカイトリノムスメ アナザーリリック アンドヴァラナウト ウインアグライア エイシンヒテン

エンスージアズム クールキャット ステラリア スライリー スルーセブンシーズ ソダシ

タガノパッション テーオーラフィット ファインルージュ ホウオウイクセル ミスフィガロ ユーバーレーベン

◆ 菊 花 賞（10/24）
アオイショー アサマノイタズラ アドマイヤハダル アリーヴォ アルビージャ ヴァイスメテオール

ヴィクティファルス オーソクレース グラティアス シャフリヤール ステラヴェローチェ セファーラジエル

ソーヴァリアント タイトルホルダー ディープモンスター マカオンドール ヨーホーレイク ラーゴム

ルペルカーリア レッドジェネシス ワールドリバイバル ワンダフルタウン

◆ 天皇賞・秋（10/31）
アリストテレス エフフォーリア カデナ カレンブーケドール キセキ グランアレグリア

グローリーヴェイズ コントレイル トーセンスーリヤ ヒシイグアス ペルシアンナイト ポタジェ

マカヒキ モズベッロ ユーキャンスマイル ユニコーンライオン ワグネリアン

◆ エリザベス女王杯（11/14）全牝馬
アカイトリノムスメ アブレイズ アンドラステ ウインキートス ウインマリリン カセドラルベル

サンクテュエール シゲルピンクダイヤ シャドウディーヴァ シャムロックヒル ソダシ ソフトフルート

ディアンドル デゼル マジックキャッスル ムジカ ユーバーレーベン ランブリングアレー

リアアメリア レイパパレ

◆ マイルＣＳ（11/21）
インディチャンプ ヴァンドギャルド カテドラル カデナ カラテ ギベオン

ケイデンスコール サウンドキアラ サリオス シュネルマイスター ステルヴィオ ダイワキャグニー

ダノンキングリー ダノンザキッド ダノンファンタジー トーラスジェミニ バスラットレオン ペルシアンナイト

マルターズディオサ レシステンシア ロータスランド

 

◆ ジャパンＣ（11/28）
アリストテレス 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 コントレイル

ダンビュライト ヒシイグアス ブラストワンピース ペルシアンナイト ポタジェ マカヒキ

モズベッロ ユーキャンスマイル ユーバーレーベン ユニコーンライオン ワールドプレミア ワグネリアン

◆ チャンピオンズＣ（12/5）
アメリカンシード インティ ウェスタールンド エアアルマス エアスピネル オーヴェルニュ

カフェファラオ クリソベリル クリンチャー サンライズノヴァ サンライズホープ スワーヴアラミス

ソリストサンダー タイムフライヤー ダノンファラオ チュウワウィザード テーオーケインズ ワイドファラオ

ワンダーリーデル

◆ 阪神ＪＦ（12/12）全牝馬
ウインピクシス オンリーオピニオン カイカノキセキ キミワクイーン クレイドル コムストックロード

シゲルイワイザケ シンティレーション スタニングローズ ステルナティーア スリーパーダ ソネットフレーズ

トップキャスト ナムラクレア ナムラリコリス ハイアムズビーチ ビーオンザマーチ フォラブリューテ

ベルクレスタ ラブリイユアアイズ リアグラシア ルージュスティリア ルージュラテール レディバランタイン

◆ 朝日杯ＦＳ（12/19）
アスクワイルドモア アライバル ヴァーンフリート エーティーマクフィ オタルエバー クラウンドマジック

コマンドライン ジオグリフ セリフォス ダノンスコーピオン トウシンマカオ ドウデュース

トーセンヴァンノ プルパレイ ベルウッドブラボー モンゴリアンキング レッドベルアーム

◆ 有馬記念（12/26）
アリストテレス ヴェルトライゼンデ エフフォーリア カデナ カレンブーケドール キセキ

グランアレグリア グローリーヴェイズ クロノジェネシス コントレイル ダンビュライト ディープボンド

ブラストワンピース マカヒキ モズベッロ ユーキャンスマイル ユーバーレーベン ユニコーンライオン

レイパパレ ワールドプレミア

◆ ホープフルS（12/28）
アスクワイルドモア アライバル イクイノックス ヴァーンフリート エーティーマクフィ オタルエバー

オニャンコポン キャンデセント キラーアビリティ クラウンドマジック コマンドライン ジオグリフ

ジャスティンスカイ セリフォス ダノンスコーピオン トウシンマカオ ドウデュース プルパレイ

ベルウッドブラボー マテンロウスカイ モンゴリアンキング リブースト レッドベルアーム

 


