
エコロアレス 〔ＪＲＡ〕 森秀行 スペシャルエックス 3,567 田中淳 マザオ 400 小野望 ブレイヴァリーボス 168 小国博
ゴッドインパルス 〔ＪＲＡ〕 中舘英 ニシケンボブ 2,736 小国博 タイムパトロール 370 牝 田中淳 ティーズブライト 155 牝 小野望
ゴライコウ 〔ＪＲＡ〕 新谷功 サルトアンヘル 1,915 牝 田中淳 シュヴルーズ 360 田中淳 エイシンエメラルド 150 牝 沼澤英
テレパシー 〔ＪＲＡ〕 牝 石坂公 エイシンエイト 1,914 牝 角川秀 ストリングポスト 334 牝 安田武 ニジュウマル 150 牝 米川昇
ナチュラルリバー 〔ＪＲＡ〕 武英智 ブライトカラー 1,825 角川秀 レイワホクト 329 牝 小野望 ミスジャカルタ 150 牝 桧森邦
オーマイグッネス 〔北海道〕 角川秀 クラティアラ 1,731 牝 村上正 ナイトホークス 321 牝 角川秀 ラヴァルス 150 牝 角川秀
スギノプリンセス 〔北海道〕 牝 田中正 サワヤカローズ 1,729 牝 米川昇 アニモミホ 296 牝 齊藤正 ラファルジュノー 150 牝 田中淳
タイガーチャージ 〔北海道〕 田中淳 ピーストークス 1,584 角川秀 イカリ 296 牝 田中正 ワンビ 150 牝 角川秀
ベルピット 〔北海道〕 角川秀 ラブリプリンチャン 1,508 牝 安田武 スティールシャトル 295 牝 佐久雅
ラッキーストーリー 〔北海道〕 佐々国 ライトニングブルー 1,467 牝 田中淳 ストラダーレ 291 村上正
リアルガー 〔北海道〕 黒川智 スタードラマー 1,380 村上正 ネロブルグ 280 牝 小国博
リアルミー 〔北海道〕 田中淳 カスミノモリ 1,306 牝 角川秀 モノノフブルー 279 松本隆
リストン 〔北海道〕 田中正 アベニンティアラ 1,178 牝 森山雄 シャイニーセンス 276 堂山芳

サヤオンニ 1,163 牝 田中正 ヒロチャン 275 牝 小国博
ノーサイド 1,045 川島洋 クラマサヴィーナス 274 牝 松本隆
ズンガリプテルス 1,043 小国博 ワンダーウイン 272 牝 齊藤正
ディオスメッセージ 1,007 村上正 エスプレッシーボ 271 牝 山田和
フォーカスオンミー 1,007 田中淳 デザートウインド 270 牝 石本孝
レモンアイカー 987 牝 角川秀 ラヴァリエール 267 牝 桧森邦
ジョルジュ 970 松本隆 リコーステアー 266 牝 佐々国
キューティロメラ 946 牝 田中淳 アリバダ 265 牝 小野望
レスプレンドール 943 牝 小国博 ウォーゲーム 261 松本隆
エアポートライナー 924 田中淳 リトルアーサー 260 牝 山田和
ユーアオンフリーク 896 小野望 アーティスティック 250 田中淳
スティールレイダー 859 角川秀 カツゲキウマムスビ 232 牝 廣森久
ルンバルンバルンバ 807 牝 桧森邦 セーヌウォーリア 230 牝 田中淳
グロリアヴェルデ 798 佐久雅 キャンアイシング 225 牝 小野望
サザンレイク 784 牝 川島洋 シルバーニードル 225 堂山芳
ミラチャリオット 761 小国博 ニャー 225 牝 佐久雅
ラビアータ 761 牝 安田武 ヴァイスホルン 220 牝 川島洋
インプローヴィング 746 牝 角川秀 ライトギフト 215 牝 佐久雅
サラキャサリン 746 牝 小野望 プラチナムロッド 214 牝 田中淳
フクノユリディズ 700 堂山芳 ハコスカ 210 角川秀
リコーグロック 700 牝 川島雅 フルフィリング 210 牝 角川秀
ニシケンリターン 696 牝 堂山芳 リュウノフランカー 210 沼澤英
カッパギ 623 角川秀 ヘニーレット 202 堂山芳
アエリアン 549 松本隆 クラキンカ 201 堂山芳
エイシンペペロミア 500 牝 田中淳 エルナーニ 198 山田和
クィーンズヒル 500 牝 角川秀 サクセスキーパー 195 川島洋
ディーエスエール 500 松本隆 サムシンググレート 195 齊藤正
ミニアチュール 500 牝 松本隆 スカイミニスター 195 牝 村上正
ヤマノウォーリア 500 松本隆 ストーリータイム 195 千葉津
スワンオーキッド 495 牝 川島洋 ハナレタクナイ 187 牝 川島洋
サザンフルーヴ 480 牝 川島洋 コンパルティール 186 牝 小国博

▲レイシン 456 村上正 ワールドミッション 186 角川秀
アソス 185 松本隆
カグラハルカ 185 小野望

※ ▲ スーパーファントム 185 千葉津
パクスロマーナ 185 牝 米川昇
ジージーファン 175 牝 柳澤好

令和４年度　第１５回門別競馬級別表
サラブレッド系２歳（１）

２歳チャンピオンシリーズ２０２２ ＪＲＡ上級認定競走
一般社団法人ＪＢＣ協会（ダーレー・ジャパン株式会社）協賛 ウィナーズチャレンジ⑪・⑫競走 日本軽種馬協会と共に走る特別

農林水産大臣賞典 及び 及び
第３回 ＪＢＣ２歳優駿 （ＪｐｎⅢ） トパーズ特別 ３組

（サンダースノー賞）

オープン オープン ３組

付は転入馬
ＪＲＡ上級認定競走出走不可

ＪＲＡ所属馬　５頭
地方競馬所属馬　８頭 ４５頭 ５８頭



令和４年度　第１５回門別競馬級別表

番組賞金

ポリフォニー 193 牝 小野望 ミュゼベリー 55 牝 櫻井拓 コンチトワダ 5 桧森邦
ヤマイチラブリー 175 牝 角川秀 リコーアストラ 55 牝 松本隆 シールビーカミング 5 牝 柳澤好
フィスト 173 角川秀 レイズアオーソ 55 小野望 ジュビレーション 5 牝 山田和
ラトワール 170 牝 山口竜 ラッシュエオリカ 53 牝 山田和 シンデレラワルツ 5 牝 小国博
ティーズアペックス 167 牝 小野望 スプレマシー 50 田中正 トウマ 5 齊藤正
エーヴベリー 165 牝 川島雅 リコースチェッキン 45 牝 川島洋 ピエールバージニア 5 牝 小国博
レインボーグレース 160 牝 小国博 ゴールドアクトレス 40 牝 山口竜 ブラストクラッシュ 5 田中淳
アルマロザリオ 155 牝 安田武 ナギサノチャコ 40 牝 石本孝 ヤマジュンゲノム 5 廣森久
サマーストーリー 155 小国博 キョウエイフレアー 35 牝 黒川智 リコーウージー 5 牝 松本隆
マルティーナ 132 牝 小野望 ゴールデンメイン 35 牝 齊藤正 イナズマモーリス 0 牝 角川秀
ベストフェローズ 120 堂山芳 ▲シュガーベイビー 35 牝 櫻井拓 ウッドブルーニイ 0 牝 千葉津
メイショウユキドケ 120 牝 田中淳 スプリングレター 35 牝 村上正 エイシンネリネ 0 牝 松本隆
カプアーノ 115 牝 松本隆 ラニコチャン 35 牝 川島洋 オグリヨンセイ 0 佐久雅
シマノダイヤモンド 115 田中淳 ▲ ランマ 35 村上正 クライオブジアース 0 小野望
ライトボヌール 110 牝 角川秀 エスペラール 30 齊藤正 ゴールドウォリアー 0 川島雅
ブリックロード 105 牝 山口竜 オケイン 30 田中正 ザワールドアズワン 0 佐々国
リコーヘンメリー 105 森山雄 コンバットグランデ 30 牝 秋田大 スーパークール 0 黒川智
リコーベレッタ 100 牝 佐々国 ファゼドール 30 牝 田中淳 ステアエアー 0 牝 佐藤英
ロドレッタ 100 牝 山口竜 リュウノレイビア 30 牝 川島洋 ダバイイーグルス 0 牝 齊藤正
スーパータスカン 95 角川秀 エイシンエポック 25 桧森邦 チエチャン 0 牝 小国博
バックアレー 95 牝 小野望 エリコーハク 25 牝 小野望 ニシノヒカル 0 村上正
ロケットスピード 95 安田武 セントマリリン 25 牝 堂山芳 パンフィーリ 0 牝 田中正
アフタービート 90 松本隆 ダブルシックス 25 堂山芳 ビバリー 0 牝 千葉津
バララララララ 90 牝 堂山芳 ユウガオ 25 牝 小国博 ピンクマーメイド 0 牝 角川秀
スティールアグネス 85 牝 角川秀 オマタセシマシタ 20 牝 田中淳 ファインザエコーズ 0 牝 堂山芳
ポヴディーコス 85 山口竜 ▲キアキア 20 牝 齊藤正 ブルーポピー 0 佐藤英
レディアバンティ 85 牝 佐々国 クラウンバド 20 桧森邦 ベッロ 0 山口竜
ピックミー 84 小国博 クレンジングナイト 20 森山雄 ミユキアグレッシブ 0 牝 堂山芳
ヴィルブラックヒル 80 牝 柳澤好 グローリアスイリゼ 20 牝 川島雅 ミラージュフルール 0 牝 佐久雅
サンケイスマイル 80 牝 角川秀 ピサラクー 20 牝 松本隆 ユキノヴィクトリー 0 柳澤好
エイシンテゾーロ 75 牝 角川秀 フォレステーション 20 小野望 ラッキーオスカル 0 牝 齊藤正
パクパク 70 田中淳 ポアゾンシップ 20 田中淳 リノプルミエール 0 牝 柳澤好
モーニングアイリス 70 牝 川島洋 リコーブローニング 20 川島雅 ルナエルフ 0 牝 小野望
ヤマノムスメ 70 牝 角川秀 イエローエイト 15 牝 小野望 レジェンドナイト 0 小野望
マダムレディバグ 68 牝 小野望 エイシンメイラード 15 牝 沼澤英
カナデル 65 牝 角川秀 クセモノ 15 柳澤好 エイシンテンライ 沼澤英
ニシケンバリー 65 小国博 グレースエンブレム 15 牝 小国博 ケチャンティッカン 牝 川島洋
モリデンコーナー 65 牝 桧森邦 ココナッツナッツ 15 牝 小国博 コリュウカゲミツ 佐々国
リコーカービン 65 牝 川島洋 ジャストビリーヴ 15 田中淳 スペースアギト 松本隆
ムーンライトマリー 64 田中淳 ファロブンスリング 15 牝 米川昇 バンビクン 田中淳
エイシンレプニ 60 牝 田中淳 ベルモットエール 15 牝 柳澤好 フィールマイウェイ 黒川智
カパリルア 60 牝 佐々国 ユアフィスカス 15 黒川智 マナフラッシュ 桧森邦
スマイルウェーブ 60 村上正 リコーブローバック 15 牝 川島洋
メガクレアー 60 牝 佐々国 リスレツィオ 15 牝 佐々国
モーニングヒマワリ 60 牝 川島洋 ビービーローレライ 12 角川秀 ※ ▲

ヤマジュンセーヌ 60 牝 廣森久 カゼノマキバオー 10 小野望
スカイロック 55 佐藤英 クイーンサイド 10 牝 秋田大
ダバイファイターズ 55 川島洋 シャイニーダンサー 10 牝 山口竜
ヒメカグラ 55 牝 齊藤正 ダバイグラスノスチ 10 齊藤正
マミーマム 55 牝 佐々国 ディーフライト 10 牝 安田武

軽種馬生産振興会と共に走る特別　及び

サラブレッド系２歳（２）

軽種馬農協と共に走る特別　及び

未勝利

未勝利

付は転入馬
ＪＲＡ上級認定競走出走不可
未受賞競走出走不可

１４１頭


