
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 ナムラクレア スターズオンアース セレシオン シャフリヤール アカイイト シュネルマイスター シャフリヤール チュウワウィザード リバティアイランド ロンドンプラン イクイノックス ナチュラルハイ

ＫＥＩＢＡコンシェルジュ メイケイエール スターズオンアース サトノヘリオス イクイノックス デアリングタクト シュネルマイスター シャフリヤール テーオーケインズ ドゥアイズ ダノントルネード タイトルホルダー ウインオーディン

草野仁のＧａｔｅ Ｊ.プラス シュネルマイスター スターズオンアース アスクビクターモア ジャックドール スターズオンアース ソダシ シャフリヤール ノットゥルノ キタウイング ロンドンプラン タイトルホルダー シーウィザード

ケイバどーも！ シュネルマイスター ナミュール プラダリア シャフリヤール ウインマリリン ダノンスコーピオン シャフリヤール テーオーケインズ リバティアイランド ダノントルネード イクイノックス カルロヴェローチェ

地方競馬中継 ナムラクレア ナミュール アスクビクターモア イクイノックス デアリングタクト ソダシ シャフリヤール テーオーケインズ ドゥーラ ノッキングポイント ステラヴェローチェ ゴッドファーザー

中央競馬中継 メイケイエール スターズオンアース プラダリア イクイノックス デアリングタクト シュネルマイスター イクイノックス テーオーケインズ リバティアイランド ダノントルネード タイトルホルダー カルロヴェローチェ

トレセンまるごと情報局 ナランフレグ ピンハイ エターナルビクトリ イクイノックス ソフトフルート ソウルラッシュ シャフリヤール テーオーケインズ リバティアイランド ダノントルネード タイトルホルダー ダノンザタイガー

Ｇｏ　Ｒａｃｉｎｇ！２０２２ メイケイエール ナミュール アスクビクターモア イクイノックス デアリングタクト ソダシ トルカータータッソ テーオーケインズ リバティアイランド ノッキングポイント タイトルホルダー ダノントルネード

先週の結果分析 メイケイエール スタニングローズ ディナースタ ジャックドール スターズオンアース ウインカーネリアン シャフリヤール チュウワウィザード モリアーナ ノッキングポイント タイトルホルダー フェイト

ＶＡＮで勝ち馬さがしてみませんか ナムラクレア サリエラ ディナースタ イクイノックス デアリングタクト シュネルマイスター イクイノックス テーオーケインズ リバティアイランド ノッキングポイント イクイノックス ダノントルネード

トラックマンTV メイケイエール スタニングローズ アスクビクターモア イクイノックス デアリングタクト シュネルマイスター シャフリヤール テーオーケインズ ドゥーラ ノッキングポイント エフフォーリア フェイト



 
 

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 ナムラクレア スターズオンアース プラダリア ジャックドール ウインマリリン シュネルマイスター シャフリヤール チュウワウィザード リバティアイランド ロンドンプラン イクイノックス ナチュラルハイ

馬産地通信 村本浩平 メイケイエール スターズオンアース アスクビクターモア ジャックドール アカイイト ソダシ シャフリヤール テーオーケインズ リバティアイランド ロンドンプラン タイトルホルダー フェイト

ＫＥＩＢＡコンシェルジュ 小木茂光 ナランフレグ スターズオンアース サトノヘリオス ジャックドール レイパパレ ソダシ デアリングタクト テーオーケインズ ドゥアイズ ロードラディウス タイトルホルダー シャンドゥレール

ＫＥＩＢＡコンシェルジュ 守永真彩 ナランフレグ スターズオンアース プラダリア イクイノックス デアリングタクト ソダシ ユーバーレーベン ノットゥルノ モリアーナ ヤマニンウルス タイトルホルダー ドゥーラ

ＫＥＩＢＡコンシェルジュ 棟広良隆 メイケイエール ライラック ヴェローナシチー イクイノックス スターズオンアース ソダシ シャフリヤール テーオーケインズ リバティアイランド ファントムシーフ タイトルホルダー チャンスザローゼス

ＫＥＩＢＡコンシェルジュ 辻　三蔵 シュネルマイスター スタニングローズ プラダリア イクイノックス デアリングタクト シュネルマイスター シャフリヤール テーオーケインズ リバティアイランド ダノントルネード イクイノックス バルサムノート

ＫＥＩＢＡコンシェルジュ 須田鷹雄 メイケイエール ナミュール アスクビクターモア ジオグリフ デアリングタクト シュネルマイスター シャフリヤール テーオーケインズ ドゥアイズ ダノンザタイガー エフフォーリア ウインオーディン

ＫＥＩＢＡコンシェルジュ 栗山　求 メイケイエール スターズオンアース ガイアフォース イクイノックス ナミュール シュネルマイスター シャフリヤール テーオーケインズ リバティアイランド ノッキングポイント イクイノックス ファントムシーフ

草野仁のＧａｔｅＪ.プラス 草野　仁 タイセイビジョン スターズオンアース セレシオン イクイノックス スターズオンアース カラテ シャフリヤール チュウワウィザード キタウイング ウインオーディン ドウデュース シーウィザード

草野仁のＧａｔｅＪ.プラス 津島亜由子 メイケイエール スターズオンアース アスクビクターモア ジャックドール デアリングタクト シュネルマイスター シャフリヤール ノットゥルノ ドゥーラ ロンドンプラン タイトルホルダー ヴェルテンベルク

ケイバどーも！ 伊藤政昭 シュネルマイスター ナミュール プラダリア シャフリヤール ウインマリリン ダノンスコーピオン シャフリヤール テーオーケインズ リバティアイランド ダノントルネード イクイノックス カルロヴェローチェ

ケイバどーも！ 久光匡治 ナムラクレア ライラック ヴェローナシチー ジャックドール ウインマリリン セリフォス デアリングタクト テーオーケインズ マラキナイア ダノントルネード タイトルホルダー ラヴェル

ケイバどーも！ 駒澤清華 ナムラクレア ナミュール フェーングロッテン エフフォーリア ミスニューヨーク ソダシ デアリングタクト カフェファラオ キミノナハマリア カルロヴェローチェ ステラヴェローチェ アイスグリーン

ケイバどーも！ 乗峯栄一 ウインマーベル スタニングローズ フェーングロッテン アリストテレス デアリングタクト カラテ アリストテレス テーオーケインズ ドゥーラ ロンドンプラン アリストテレス ドゥーラ

グリーンチャンネル地方競馬中継 赤見千尋 メイケイエール スターズオンアース アスクビクターモア パンサラッサ ウインマリリン シュネルマイスター デアリングタクト テーオーケインズ キタウイング ロンドンプラン エフフォーリア ブラストウェーブ

グリーンチャンネル地方競馬中継 荘司典子 ナムラクレア ナミュール ブラックブロッサム イクイノックス ウインマリリン ソダシ イクイノックス テーオーケインズ ドゥーラ ノッキングポイント タイトルホルダー シャザーン

グリーンチャンネル地方競馬中継 大村麻衣子 ナムラクレア スタニングローズ アスクビクターモア イクイノックス デアリングタクト シュネルマイスター シャフリヤール テーオーケインズ ドゥーラ ノッキングポイント ステラヴェローチェ チャンスザローゼス

グリーンチャンネル地方競馬中継 伊藤京子 メイケイエール スターズオンアース アスクビクターモア エフフォーリア スターズオンアース シュネルマイスター シャフリヤール チュウワウィザード ブトンドール ダノンザタイガー エフフォーリア ダノンザタイガー

グリーンチャンネル地方競馬中継 上野優花 ナムラクレア スターズオンアース プラダリア イクイノックス スターズオンアース シュネルマイスター エフフォーリア テーオーケインズ ドゥーラ ダノンザタイガー ドウデュース ゴッドファーザー

グリーンチャンネル地方競馬中継 斎藤　修 メイケイエール スターズオンアース フェーングロッテン ジャックドール ウインマリリン シュネルマイスター シャフリヤール チュウワウィザード マラキナイア ノッキングポイント テーオーロイヤル オープンファイア

中央競馬中継 梅澤真理子 シュネルマイスター プレサージュリフト アスクビクターモア イクイノックス デアリングタクト ソダシ イクイノックス テーオーケインズ ウンブライル ノッキングポイント タイトルホルダー ダノンザタイガー

中央競馬中継 吉原 完 ナムラクレア ピンハイ プラダリア イクイノックス デアリングタクト イルーシヴパンサー イクイノックス テーオーケインズ ラヴェル ダノントルネード ディープボンド シャンドゥレール

中央競馬中継 小堺翔太 メイケイエール ライラック プラダリア イクイノックス ウインマリリン シュネルマイスター イクイノックス テーオーケインズ リバティアイランド ダノントルネード タイトルホルダー ダノントルネード

中央競馬中継 栗林さみ メイケイエール スターズオンアース ディナースタ シャフリヤール ウインマイティー シュネルマイスター シャフリヤール アナザートゥルース ドゥーラ ゴッドファーザー タイトルホルダー カルロヴェローチェ

中央競馬中継 岡部玲子 メイケイエール スタニングローズ プラダリア ジャックドール アカイイト ダノンザキッド シャフリヤール チュウワウィザード キタウイング ウインオーディン ディープボンド カルロヴェローチェ

中央競馬中継 黒澤詩音 ナランフレグ スターズオンアース ガイアフォース イクイノックス アンドヴァラナウト ソウルラッシュ ユーバーレーベン テーオーケインズ リバティアイランド ダノントルネード タイトルホルダー ゴッドファーザー

トレセンまるごと情報局 ギャロップ 林 タイセイビジョン ピンハイ エターナルビクトリ ジャックドール イズジョーノキセキ ソウルラッシュ ポタジェ チュウワウィザード ドゥーラ ダノントルネード タイトルホルダー ダノンザタイガー

トレセンまるごと情報局 芥田愛菜美 ナムラクレア スタニングローズ ガイアフォース ポタジェ ソフトフルート ソダシ シャフリヤール テーオーケインズ リバティアイランド ロードラディウス タイトルホルダー フェイト

トレセンまるごと情報局 東山　椿 ナランフレグ スターズオンアース プラダリア イクイノックス スターズオンアース ダノンスコーピオン シャフリヤール テーオーケインズ モリアーナ ノッキングポイント タイトルホルダー ダノンザタイガー

Ｇｏ Ｒａｃｉｎｇ！2022 田中　歩 メイケイエール スタニングローズ アスクビクターモア ジャックドール デアリングタクト エイシンチラー シャフリヤール テーオーケインズ リバティアイランド ノッキングポイント スターズオンアース ダノントルネード

Ｇｏ Ｒａｃｉｎｇ！2022 合田直弘 メイケイエール ナミュール ディナースタ イクイノックス デアリングタクト シュネルマイスター トルカータータッソ テーオーケインズ ニシノコウフク ロンドンプラン ディープボンド フェイト

Ｇｏ Ｒａｃｉｎｇ！2022 舩山陽司 メイケイエール ナミュール アスクビクターモア エフフォーリア デアリングタクト ソダシ シャフリヤール チュウワウィザード リバティアイランド ノッキングポイント タイトルホルダー ダノントルネード

先週の結果分析 砂岡春奈 メイケイエール アートハウス ボルドグフーシュ ジャックドール ウインマリリン ウインカーネリアン ボッケリーニ チュウワウィザード モリアーナ ノッキングポイント ドウデュース フェイト

先週の結果分析 山本直也 メイケイエール スタニングローズ ディナースタ イクイノックス スターズオンアース シュネルマイスター シャフリヤール テーオーケインズ ドゥーラ ロンドンプラン タイトルホルダー フェイト

ＶＡＮで勝ち馬さがしてみませんか 津田麻莉奈 ナムラクレア アートハウス ガイアフォース カラテ ウインマリリン シュネルマイスター イクイノックス テーオーケインズ リバティアイランド ファントムシーフ ディープボンド ノッキングポイント

トラックマンＴＶ 秋田奈津子 メイケイエール スタニングローズ アスクビクターモア イクイノックス デアリングタクト シュネルマイスター イクイノックス テーオーケインズ ドゥーラ ノッキングポイント エフフォーリア フェイト

トラックマンＴＶ 三遊亭五九楽 メイケイエール スタニングローズ ドゥラドーレス イクイノックス スターズオンアース ダノンスコーピオン シャフリヤール チュウワウィザード リバティアイランド ドルチェモア タイトルホルダー キングズレイン

Ｍ’ｓ　ＴＶ 六車奈々 メイケイエール スターズオンアース アスクビクターモア イクイノックス レイパパレ ソダシ スターズオンアース テーオーケインズ ドゥーラ ゴッドファーザー デアリングタクト ゴッドファーザー

Ｍ’ｓ　ＴＶ 佐藤哲三 グレナディアガーズ スターズオンアース アスクビクターモア イクイノックス デアリングタクト シュネルマイスター シャフリヤール チュウワウィザード ゴキゲンサン シャザーン タイトルホルダー モリアーナ

Ｍ’ｓ　ＴＶ 峯村正利 ナムラクレア アートハウス パラレルヴィジョン エフフォーリア レイパパレ ダノンスコーピオン エフフォーリア メイショウハリオ モリアーナ ダノンザタイガー ディープボンド シャンドゥレール

Ｍ’ｓ　ＴＶ 松尾康司 メイケイエール スターズオンアース プラダリア ジオグリフ スターズオンアース ダノンスコーピオン シャフリヤール テーオーケインズ モリアーナ ノッキングポイント タイトルホルダー オープンファイア

Ｍ’ｓ　ＴＶ 古川　浩 メイケイエール スターズオンアース バトルボーン ジャックドール ステラリア シュネルマイスター シャフリヤール テーオーケインズ ウンブライル ダノンタッチダウン タイトルホルダー リーゼノアール

ＡＬＬ　ＩＮ　ＬＩＮＥ 山田さつき メイケイエール スターズオンアース アスクビクターモア イクイノックス デアリングタクト ソダシ シャフリヤール チュウワウィザード リバティアイランド ノッキングポイント タイトルホルダー シャザーン

浅野靖典 メイケイエール アートハウス セレシオン ジャックドール ソフトフルート セリフォス イクイノックス テーオーケインズ ラヴェル ドルチェモア ディープボンド ダノンザタイガー

平松さとし メイケイエール スターズオンアース ガイアフォース レイパパレ デアリングタクト シュネルマイスター ドウデュース テーオーケインズ モリアーナ フェイト タイトルホルダー オープンファイア


