
番組名 スプリンターズＳ 秋華賞 菊花賞 天皇賞（秋） エリザベス女王杯 マイルＣＳ ジャパンＣ チャンピオンズＣ 阪神ＪＦ 朝日杯ＦＳ 有馬記念 ホープフルＳ

馬産地通信 ダノンスマッシュ ソダシ シャフリヤール エフフォーリア レイパパレ シュネルマイスター カレンブーケドール クリソベリル リアグラシア コマンドライン エフフォーリア キラーアビリティ馬産地通信

トレセンまるごと情報局 レシステンシア ソダシ シャフリヤール コントレイル レイパパレ グランアレグリア コントレイル テーオーケインズ ナムラリコリス セリフォス エフフォーリア ジオグリフ

ケイバどーも！ ダノンスマッシュ ソダシ タイトルホルダー グランアレグリア ユーバーレーベン シュネルマイスター コントレイル クリソベリル ステルナティーア セリフォス エフフォーリア ジオグリフ

Go Racing！2021 ピクシーナイト エイシンチラー オーソクレース エフフォーリア アカイトリノムスメ シュネルマイスター コントレイル テーオーケインズ ルージュスティリア モンゴリアンキング コントレイル ジオグリフ

先週の結果分析 ダノンスマッシュ ソダシ シャフリヤール グランアレグリア レイパパレ シュネルマイスター コントレイル テーオーケインズ ソネットフレーズ セリフォス エフフォーリア ジオグリフ

ＫＥＩＢＡコンシェルジュ ダノンスマッシュ ソダシ オーソクレース グランアレグリア レイパパレ シュネルマイスター コントレイル テーオーケインズ ベルクレスタ コマンドライン コントレイル コマンドライン

トラックマンＴＶ レシステンシア ソダシ シャフリヤール グランアレグリア レイパパレ シュネルマイスター コントレイル クリソベリル ステルナティーア ダノンスコーピオン アリストテレス ジオグリフ

草野仁のGate J.プラス ダノンスマッシュ ソダシ シャフリヤール コントレイル レイパパレ グランアレグリア コントレイル テーオーケインズ ベルクレスタ セリフォス コントレイル アライバル

Ｍ'ｓ ＴＶ ダノンスマッシュ ソダシ シャフリヤール コントレイル アカイトリノムスメ グランアレグリア コントレイル テーオーケインズ ルージュスティリア セリフォス ワールドプレミア ジオグリフ

グリーンチャンネル地方競馬中継 ダノンスマッシュ ソダシ シャフリヤール グランアレグリア レイパパレ ロータスランド コントレイル テーオーケインズ ステルナティーア コマンドライン クロノジェネシス サンセットクラウド

VANで勝ち馬さがしてみませんか レシステンシア ソダシ シャフリヤール エフフォーリア マジックキャッスル シュネルマイスター カレンブーケドール カフェファラオ ステルナティーア ジオグリフ エフフォーリア キラーアビリティ



 
 

番組名 氏 名 スプリンターズＳ 秋華賞 菊花賞 天皇賞（秋） エリザベス女王杯 マイルＣＳ ジャパンＣ チャンピオンズＣ 阪神ＪＦ 朝日杯ＦＳ 有馬記念 ホープフルＳ

馬産地通信 古谷剛彦 ダノンスマッシュ ソダシ タイトルホルダー グランアレグリア レイパパレ シュネルマイスター コントレイル カフェファラオ フォーブス ダノンスコーピオン エフフォーリア キラーアビリティ

馬産地通信 村本浩平 ヨカヨカ ソダシ ステラヴェローチェ グランアレグリア アカイトリノムスメ グランアレグリア エフフォーリア テーオーケインズ ステルナティーア ダノンスコーピオン ディープボンド ジオグリフ

トレセンまるごと情報局 ギャロップ 林 レシステンシア ファインルージュ ステラヴェローチェ ダノンキングリー レイパパレ シュネルマイスター シュネルマイスター テーオーケインズ ナムラリコリス セリフォス エフフォーリア ジオグリフ

トレセンまるごと情報局 芥田愛菜美 ピクシーナイト ユーバーレーベン レッドジェネシス カレンブーケドール レイパパレ ダノンキングリー コントレイル ダノンファラオ カイカノキセキ アルファヒディ コントレイル スパイダーバローズ

トレセンまるごと情報局 丸りおな ダノンスマッシュ ソダシ シャフリヤール コントレイル レイパパレ グランアレグリア コントレイル テーオーケインズ ルージュスティリア セリフォス コントレイル ジオグリフ

ケイバどーも！ 伊藤政昭 ダノンスマッシュ ソダシ タイトルホルダー グランアレグリア ユーバーレーベン シュネルマイスター コントレイル クリソベリル ステルナティーア セリフォス エフフォーリア ジオグリフ

ケイバどーも！ 駒澤清華 レシステンシア ソダシ ステラヴェローチェ アリストテレス ソダシ ラウダシオン ユーキャンスマイル ワイドファラオ キミワクイーン サイード キセキ レッドベルアーム

ケイバどーも！ 乗峯栄一 レシステンシア アールドヴィーヴル ヴィクティファルス キセキ レイパパレ インディチャンプ アリストテレス クリンチャー シンシアウィッシュ ジオグリフ キセキ ジオグリフ

ケイバどーも！ 久光匡治 レシステンシア ソダシ ヨーホーレイク シャフリヤール レイパパレ シュネルマイスター コントレイル テーオーケインズ ルージュスティリア コマンドライン エフフォーリア ジオグリフ

Ｇｏ Ｒａｃｉｎｇ！2021 合田直弘 ピクシーナイト ソダシ ワンダフルタウン エフフォーリア アカイトリノムスメ シュネルマイスター カレンブーケドール オーヴェルニュ ソネットフレーズ モンゴリアンキング クロノジェネシス キラーアビリティ

Ｇｏ Ｒａｃｉｎｇ！2021 田中 歩 ピクシーナイト エイシンチラー オーソクレース エフフォーリア レイパパレ シュネルマイスター コントレイル テーオーケインズ ルージュスティリア モンゴリアンキング コントレイル ジオグリフ

Ｇｏ Ｒａｃｉｎｇ！2021 舩山陽司 ピクシーナイト ソダシ ステラヴェローチェ エフフォーリア ユーバーレーベン シュネルマイスター ワールドプレミア クリソベリル ルージュスティリア セリフォス ディープボンド ジオグリフ

先週の結果分析 色紙千尋 ダノンスマッシュ ソダシ シャフリヤール コントレイル レイパパレ シュネルマイスター ユニコーンライオン テーオーケインズ ソネットフレーズ セリフォス エフフォーリア イクイノックス

先週の結果分析 山本直也 ダノンスマッシュ ソダシ ステラヴェローチェ グランアレグリア レイパパレ シュネルマイスター コントレイル クリソベリル ソネットフレーズ セリフォス クロノジェネシス ジオグリフ

ＫＥＩＢＡコンシェルジュ 小木茂光 ダノンスマッシュ ソダシ オーソクレース エフフォーリア レイパパレ シュネルマイスター コントレイル オーヴェルニュ キミワクイーン コマンドライン コントレイル ジオグリフ

ＫＥＩＢＡコンシェルジュ 守永真彩 ダノンスマッシュ ソダシ ステラヴェローチェ エフフォーリア レイパパレ グランアレグリア カレンブーケドール テーオーケインズ ソネットフレーズ セリフォス コントレイル セリフォス

ＫＥＩＢＡコンシェルジュ 栗山求 ダノンスマッシュ ソダシ オーソクレース コントレイル レイパパレ グランアレグリア コントレイル テーオーケインズ ベルクレスタ セリフォス ワールドプレミア イクイノックス

ＫＥＩＢＡコンシェルジュ 須田鷹雄 ダノンスマッシュ ソダシ シャフリヤール グランアレグリア レイパパレ シュネルマイスター カレンブーケドール クリソベリル ベルクレスタ レッドベルアーム エフフォーリア コマンドライン

ＫＥＩＢＡコンシェルジュ 辻三蔵 レシステンシア ソダシ シャフリヤール グランアレグリア レイパパレ ソダシ コントレイル クリソベリル ソネットフレーズ コマンドライン エフフォーリア ジオグリフ

ＫＥＩＢＡコンシェルジュ 棟広良隆 モズスーパーフレア ソダシ グラティアス コントレイル マジックキャッスル グランアレグリア コントレイル クリソベリル フォラブリューテ セリフォス ユニコーンライオン ジオグリフ

トラックマンＴＶ 秋田奈津子 レシステンシア ファインルージュ タイトルホルダー グランアレグリア レイパパレ シュネルマイスター カレンブーケドール クリソベリル ルージュスティリア ダノンスコーピオン アリストテレス ジオグリフ

トラックマンＴＶ 三遊亭五九楽 ダノンスマッシュ ソダシ シャフリヤール グランアレグリア レイパパレ カラテ コントレイル クリソベリル ステルナティーア ダノンスコーピオン ワールドプレミア ジオグリフ

草野仁のＧａｔｅＪ.プラス 草野　仁 エイティーンガール ソダシ シャフリヤール グランアレグリア レイパパレ カラテ ワールドプレミア テーオーケインズ ナムラリコリス セリフォス ワールドプレミア アライバル

草野仁のＧａｔｅＪ.プラス 津島亜由子 レシステンシア ソダシ ステラヴェローチェ エフフォーリア レイパパレ グランアレグリア アリストテレス クリンチャー ベルクレスタ セリフォス エフフォーリア コマンドライン

Ｍ’ｓ　ＴＶ 六車奈々 レシステンシア ソダシ ステラヴェローチェ グランアレグリア アカイトリノムスメ ラウダシオン グランアレグリア エアスピネル フォラブリューテ ディーンズリスター グランアレグリア ジオグリフ

Ｍ’ｓ　ＴＶ 松尾康司 ダノンスマッシュ ソダシ シャフリヤール コントレイル レイパパレ グランアレグリア コントレイル テーオーケインズ ルージュスティリア コマンドライン クロノジェネシス セリフォス

Ｍ’ｓ　ＴＶ 峯村正利 ダノンスマッシュ ソダシ シャフリヤール コントレイル ソダシ グランアレグリア サトノクラウン テーオーケインズ ルージュスティリア セリフォス コントレイル ジオグリフ

Ｍ’ｓ　ＴＶ 佐藤哲三 レシステンシア ソダシ シャフリヤール コントレイル ユーバーレーベン グランアレグリア コントレイル チュウワウィザード クレイドル セリフォス ワールドプレミア ジオグリフ

グリーンチャンネル地方競馬中継 大村麻衣子 ダノンスマッシュ ソダシ シャフリヤール グランアレグリア レイパパレ ロータスランド コントレイル テーオーケインズ ステルナティーア コマンドライン クロノジェネシス サンセットクラウド

グリーンチャンネル地方競馬中継 赤見千尋 レシステンシア ソダシ シャフリヤール コントレイル レイパパレ ダノンキングリー コントレイル クリソベリル ナムラリコリス セリフォス カレンブーケドール ジオグリフ

グリーンチャンネル地方競馬中継 斎藤 修 ダノンスマッシュ ソダシ シャフリヤール ダノンキングリー ランブリングアレー グランアレグリア コントレイル クリソベリル フォラブリューテ コマンドライン クロノジェネシス ジオグリフ

グリーンチャンネル地方競馬中継 荘司典子 ダノンスマッシュ ソダシ タイトルホルダー グランアレグリア ユーバーレーベン インディチャンプ コントレイル オーヴェルニュ ステルナティーア コマンドライン エフフォーリア オニャンコポン

ＶＡＮで勝ち馬さがしてみませんか 津田麻莉奈 レシステンシア アカイトリノムスメ ソーヴァリアント グランアレグリア マジックキャッスル カラテ コントレイル テーオーケインズ ステルナティーア セリフォス ユニコーンライオン ジオグリフ

ＡＬＬ　ＩＮ　ＬＩＮＥ 山田さつき レシステンシア ソダシ シャフリヤール グランアレグリア レイパパレ ダノンキングリー ワールドプレミア クリソベリル ソネットフレーズ セリフォス エフフォーリア ジオグリフ

中央競馬中継 梅澤真理子 ダノンスマッシュ ファインルージュ ヴァイスメテオール エフフォーリア レイパパレ グランアレグリア コントレイル カフェファラオ ステルナティーア ダノンスコーピオン エフフォーリア ジオグリフ

中央競馬中継 岡部玲子 ダノンスマッシュ ユーバーレーベン タイトルホルダー ユニコーンライオン ユーバーレーベン ダノンキングリー コントレイル クリソベリル ルージュスティリア アライバル ワールドプレミア ジオグリフ

中央競馬中継 栗林さみ クリノガウディー ソダシ タイトルホルダー エフフォーリア ユーバーレーベン ダノンキングリー エフフォーリア クリソベリル ベルクレスタ セリフォス クロノジェネシス ジオグリフ

中央競馬中継 黒澤詩音 レシステンシア ユーバーレーベン ワンダフルタウン マイネルファンロン サンクテュエール ラウダシオン カレンブーケドール カフェファラオ カイカノキセキ プルパレイ エフフォーリア アライバル

中央競馬中継 小堺翔太 レシステンシア アールドヴィーヴル ワンダフルタウン グランアレグリア レイパパレ インディチャンプ コントレイル テーオーケインズ ベルクレスタ セリフォス クロノジェネシス ピースオブエイト

中央競馬中継 吉原 完 ダノンスマッシュ ホウオウイクセル シャフリヤール グランアレグリア レイパパレ ダノンキングリー コントレイル チュウワウィザード ステルナティーア ダノンスコーピオン コントレイル キラーアビリティ

平松さとし レシステンシア ソダシ ステラヴェローチェ グランアレグリア アカイトリノムスメ グランアレグリア グローリーヴェイズ クリソベリル ラスマドレス セリフォス クロノジェネシス ジオグリフ


