
順位 馬名 投票数 性齢 生産者（生産地）
1 メムロボブサップ 1,654 牡6 竹澤　一彦（芽室町）
2 アオノブラック 1,221 牡6 山口　和子（標茶町）
3 アアモンドグンシン 889 セン7 山田　常雄（江差町）
4 メジロゴーリキ 816 牡8 佐渡　孝徳（幕別町）
5 サクラヒメ 582 牝4 野澤　保子（釧路市）
6 キタノユウジロウ 388 牡7 辻　虎男（足寄町）
7 ブチオ 299 牡9 山田　恵理実（白糠町）
8 ミノルシャープ 232 牡8 高山　範久（音更町）
9 オーシャンウイナー 215 牡4 舘野　竜一（浜中町）
10 インビクタ 208 牡6 小里　昭男（大空町）
11 キョウエイリュウ 206 牡5 大野　信一（足寄町）
12 コマサンブラック 203 牡6 加納　友喜（芽室町）
13 キングフェスタ 179 牡3 広部　武士（江差町）
14 シンエイボブ 172 牝8 桜井　栄市（芽室町）
15 ゴールドハンター 135 牡5 山口　和子（標茶町）
16 カイセドクター 129 牡5 田村　親雄（北見市）
17 コウシュハレガシー 121 牡7 佐渡　誠（幕別町）
18 アーティウィング 116 牝5 山根　福司（釧路市）
18 ウンカイタイショウ 116 牡8 宮口　孝治（足寄町）
20 ヤマカツエース 114 牡3 尾野　彰悟（せたな町）
21 マツカゼウンカイ 104 牡8 森田　利和（標茶町）
22 ノエルブラン 94 牡8 細川　貞夫（北見市）
23 トワトラナノココロ 75 牡5 竹澤　一彦（芽室町）
24 コマサンエース 60 牡6 坂井　三智（標茶町）
25 ココロノタカラ 54 牡8 万藤　輝男（幕別町）
26 ギンジ 50 牡5 永井　和弘（足寄町）
27 ブラックサファイア 49 牡5 若狭　幸憲（上ノ国町）
28 ゴールデンフウジン 48 牡8 岩本　国造（旭川市）
28 フォルテシモ 48 牝5 山根　福司（釧路市）
28 ヤマトタイコー 48 セン5 西村　正順（幕別町）
31 オールラウンダー 47 牡7 加茂　陽一（浜中町）
32 キタノボブサップ 45 牡5 村上　昭一（陸別町）
32 コウテイ 45 牡5 山根　福司（釧路市）
34 ヘッチャラ 43 牡3 島﨑　幸喜（豊頃町）
35 キンツルモリウチ 42 牡7 山根　勝幸（釧路市）
35 コマサンダイヤ 42 牡5 加納　友喜（芽室町）
35 マオノダイマオー 42 牡6 広川　健二（浦幌町）
38 コウシュハボブ 41 牡5 佐渡　誠（幕別町）
39 コウシュハハリアー 39 牡4 西村　正順（幕別町）
40 ツガルノヒロイモノ 38 牡3 守屋　博（弟子屈町）
41 ナカゼンガキタ 34 牝8 高田　和廣（北斗市）
42 ヤマノホシ 25 牝10 渡辺　勇（雨竜町）
43 ニセコヒカル 24 牝5 堀　忠一（ニセコ町）
44 オレワチャンピオン 23 牡7 竹久　克明（中富良野町）
45 イワキダイヤ 22 牡4 瀬戸　博行（白糠町）
45 センリョウボス 22 牡8 山根　福司（釧路市）
45 ハクタイホウ 22 牡11 橋本　岩雄（新ひだか町）
48 コウシュハハイジー 19 牝5 北村　節子（浦幌町）
49 クマモトイケメン 18 牡3 古閑　清和（熊本県熊本市）
49 マルミゴウカイ 18 牡9 出村　孝光（釧路町）
51 ピュアリーナナセ 17 牝3 立川　芳枝（足寄町）
52 ピンチハチャンス 14 牡6 長谷川　義雄（釧路市）

「柳月杯　第34回ばんえいグランプリ」（BG2)ファン投票　最終結果
（有効投票総数　10,295票）

※敬称略　投票数が同数の場合は、馬名順で記載



順位 馬名 投票数 性齢 生産者（生産地）
53 アオノゴッド 13 牡6 宝田　浩二（豊頃町）
53 ヒメトラマジック 13 牝5 佐渡　誠（幕別町）
55 ウチュウジン 12 牡4 渡辺　孝（名寄市）
55 ジョナゴールド 12 牡5 松田　肇（浦幌町）
55 スーパータイトル 12 牡12 佐藤　岑夫（遠軽町）
55 ダイリンファイター 12 牡6 早坂　末光（石狩市）
55 バッチ 12 牡6 川村　貴樹（厚沢部町）
60 アアモンドキーマン 11 セン5 山田　常雄（江差町）
60 フンコロガシ 11 牝3 (株)帯広有機
60 ホクトシンバ 11 牡10 川村　貴樹（厚沢部町）
63 アアモンドヒューマ 10 セン9 坂東　孝一（池田町）
63 サクラドリーマー 10 牡6 村上　昭一（陸別町）
63 タカナミ 10 牡4 野坂　清太郎（幕別町）
63 ネオキングダム 10 牡4 山根　福司（釧路市）
63 バウンティハンター 10 牡10 山口　和子（標茶町）
63 ハマノダイマオー 10 牡7 西村　正順（幕別町）
63 ピアノ 10 牡5 細川　貞夫（北見市）
63 ヒメミヤ 10 牝5 （有）帯広ファーム（帯広市）
63 ミソギホマレ 10 牝4 松井　紀行（鶴居村）
72 オレノタイショウ 9 牡7 大野　信一（足寄町）
72 カネサスペシャル 9 牡8 （株）坂井牧場（旭川市）
72 キャラメルミルク 9 牝4 竹澤　一彦（芽室町）
72 キリンゴウ 9 牡4 中村　光雄（森町）
72 クリスタルコルド 9 牡3 守屋　博（弟子屈町）
72 シャンハイオトメ 9 牝6 杉田　富雄（芽室町）
72 ハルカゼ 9 セン3 野澤　幸弘（釧路市）
79 クマモトヨカバイ 8 牡3 古閑　清和（熊本県熊本市）
79 コマサンタカラ 8 牡4 加納　詩織（芽室町）
79 ヤマトジャパン 8 牡8 本寺　政則（本別町）
82 アアモンドフジ 7 牡4 横田　好一（中標津町）
82 アルジャンノオー 7 牡4 岩渕　寿和（訓子府町）
82 オイテカナイデ 7 牝3 鈴木　義尚（上士幌町）
82 キタノヒカリ 7 牡4 出村　孝光（釧路町）
82 ジェイエース 7 牡6 小森　唯永（帯広市）
82 ショウヘイ 7 牡9 久田　公氣（北見市）
82 テッチャン 7 牡3 小森　唯永（帯広市）
82 トワイチロ 7 セン3 (株)帯広有機
82 マオノクイーン 7 牝6 佐々木　博（置戸町）
82 マサタカラ 7 牡4 本寺　政則（本別町）
82 ミントエース 7 牡6 小倉　たまき（美深町）
93 アバシリサクラ 6 牝4 江口　勇（池田町）
93 オオゾラマミ 6 牝5 野澤　幸弘（釧路市）
93 グリフォン 6 牡3 松本　広美（足寄町）
93 ゲッカビジン 6 牝5 松田　征治（足寄町）
93 ゴールデンペガサス 6 牡5 西村　正順（幕別町）
93 タカラシップ 6 牡9 本寺　政則（本別町）
93 ツガルタイショウ 6 牡8 斉藤　晴司（岩手県滝沢村）
93 ドラゴンチナツ 6 牝5 南　日出男（美深町）
93 ホウショウ 6 牡4 安藤　浩太朗（釧路市）
93 リュウセイペガサス 6 牡5 佐々木　正人（釧路市）
103 アースサンダー 5 牡6 アースドリーム角山農場（江別市）
103 アアモンドカズオ 5 セン3 三浦　正子（上ノ国町）
103 イナサンブラック 5 牡4 萬　一幸（池田町）
103 カツゲン 5 牡4 岩瀬　久郎（根室市）
103 キラリ 5 牝5 金田　龍二（上士幌町）
103 キンオビ 5 牡5 久田　公氣（北見市）



順位 馬名 投票数 性齢 生産者（生産地）
103 グンソク 5 牡5 金田　龍二（上士幌町）
103 サカノダイヤ 5 牡6 稲場　洋二（釧路市）
103 サクラジョージ 5 牡5 板鼻　要一（標茶町）
103 スタミナノスケ 5 牡7 （有）帯広ファーム（帯広市）
103 テンクウ 5 牡5 佐々木　博（置戸町）
103 トモエハイセイコー 5 牡8 酒井　兼益（函館市）
103 ハゴロモミッキー 5 牡5 奥泉　愛子（足寄町）
103 ビール 5 牡3 株式会社　帯広有機　佐々木啓文（帯広市）
103 ピヨボンバー 5 セン3 (株)ヤマト畜産（清水町）
103 ブラックダンサー 5 牡8 葛西　明（標茶町）
103 フレイムゴールド 5 牡7 三宮　久藏（釧路市）
103 ホクセイサクランボ 5 牝3 （株）キューサンファーム（音更町）
103 マタセタナ 5 牝4 尾野　彰悟（せたな町）
103 マルモタイショウ 5 牡4 森　秀夫（壮瞥町）
103 ミヤビウルフ 5 牡3 羽田野　安晴（美深町）
103 ムサシブラザー 5 牡9 久田　公氣（北見市）
125 アアモンドブラック 4 牡4 奥泉　圀博（足寄町）
125 アアモンドボス 4 セン5 西村　正順（幕別町）
125 アオノソルテ 4 牡5 中村　光雄（森町）
125 アカフジ 4 牡12 千葉　芳男（下川町）
125 アルフェラッツ 4 牝4 奥泉　愛子（足寄町）
125 イブキ 4 牡4 尾屋　保博（釧路市）
125 サカノイサムヒメ 4 牝8 佐藤　久夫（網走市）
125 サクラダイチ 4 牡9 川端　達雄（音更町）
125 ジェイジャック 4 牡3 渡辺　恵知子（陸別町）
125 シンエイアロイ 4 牝3 松田　征治（足寄町）
125 ダイナマイト 4 牡5 本寺　政則（本別町）
125 チャチャクイーン 4 牝3 守屋　博（弟子屈町）
125 トカチリキ 4 牡4 後藤　有弘（足寄町）
125 ドルバコ 4 牝6 小倉　たまき（美深町）
125 ブラックテーオー 4 牡10 安藤浩太朗（釧路市）
125 ホクセイサクラコ 4 牝4 （株）キューサンファーム（音更町）
125 ホッカイペガサス 4 牡4 稲谷　義雄（旭川市）
125 マタクルサ 4 牡6 山田　恵理実（白糠町）
125 マルホンリョウダイ 4 牡4 本寺　政則（本別町）
125 ミノルシンザン 4 牡7 高山　範久（音更町）
125 ミヤビラッシュ 4 牝6 橋本　岩雄（新ひだか町）
125 ミラクルクイーン 4 牝4 竹内　正昭（南幌町）
125 メトーフウマ 4 牡4 背戸田　諄子（本別町）
125 リアンドノール 4 牡4 岩渕　寿和（訓子府町）
125 レジェンドボス 4 牡6 谷口　晋（白糠町）
125 レッツゴーマサクン 4 牡3 香田　則夫（音更町）
151 アアモンドショウリ 3 セン5 宮口　孝治（足寄町）
151 アアモンドドラゴン 3 セン3 亀田　英二（中標津町）
151 アバシリルビー 3 牝5 佐藤　久夫（網走市）
151 イワキダイチ 3 牡3 山田　常雄（江差町）
151 オーシャンパワー 3 牡8 舘野　竜一（浜中町）
151 オーディン 3 セン3 株式会社　帯広有機　佐々木啓文（帯広市）
151 オレノチカラ 3 牡3 （株）金福畜産（上士幌町）
151 カガヤキ 3 牡6 佐々木　正人（釧路市）
151 カグヤ 3 牝4 留田　邦彦（足寄町）
151 カタミミ 3 牝3 株式会社　帯広有機　佐々木啓文（帯広市）
151 カナタクィーン 3 牝3 斉藤　晴司（岩手県滝沢市）
151 カワノイニーツィオ 3 牡5 （有）帯広ファーム（帯広市）
151 キタノハナマメ 3 牝6 山根　勝幸（釧路市）
151 キョウエイセンプー 3 牡7 亀田　英二（中標津町）



順位 馬名 投票数 性齢 生産者（生産地）
151 クロオビ 3 牡8 久田　公氣（北見市）
151 サクラシュンカ 3 牝4 川端　達雄（音更町）
151 ジェイアース 3 牡5 堂場　聰志（更別村）
151 ジェイカップ 3 牡5 小森　唯永（帯広市）
151 ジェイボーイ 3 牡6 横山　伴英（本別町）
151 シロガネセンプー 3 牡5 西村　正順（幕別町）
151 シンドラー 3 牡13 萬　一幸（池田町）
151 ナカゼンダッテ 3 牝6 高田　和廣（北斗市）
151 バイサイ 3 牡6 鈴木　忠（足寄町）
151 フウリンカ 3 牡9 渡辺　義男（陸別町）
151 フジダイショウリ 3 牝5 本寺　政則（本別町）
151 フナノギムレット 3 牡8 山根　勝幸（釧路市）
151 フナノダイヤモンド 3 牡7 山根　勝幸（釧路市）
151 プラチナ 3 牡5 伊藤　翼（別海町）
151 メキメキ 3 牝3 株式会社　帯広有機　佐々木啓文（帯広市）
151 ヤマトテンリュウ 3 牡9 山崎　文雄（弟子屈町）
151 ラヴィアンローズ 3 牝3 野澤　幸弘（釧路市）
151 リュウノカミ 3 牡8 松本　広美（足寄町）
151 レグルス 3 牡3 播　静雄（池田町）
151 レッツゴーリータン 3 牝4 岩渕　寿和（訓子府町）
151 ワンカラット 3 牡4 並川　義輝（せたな町）
186 アースネオジャパン 2 牡5 アースドリーム角山農場（江別市）
186 アアモンドウイン 2 牝3 林　繁徳（陸別町）
186 アアモンドビーナス 2 牝4 下内　節子（根室市）
186 アサゾラ 2 牡3 吉仲　竹男（浦幌町）
186 エアーシップ 2 牡9 管野　富夫（足寄町）
186 エニグマ 2 牡9 飯塚　東一（標茶町）
186 オーノチカラ 2 牡4 小森　唯永（帯広市）
186 オトコギ 2 牡9 （有）帯広ファーム（帯広市）
186 オニカゲ 2 牝4 森　裕治（佐呂間町）
186 オニヨリツヨイ 2 牡3 村上　昭一（陸別町）
186 キタカゼ 2 牡6 和田　智志（士幌町）
186 キタミライ 2 牡4 岩渕　寿和（訓子府町）
186 キラキラヒカル 2 牝4 村上　広昭（旭川市）
186 キンプク 2 牡6 金田　龍二（帯広市）
186 グレンタイショウ 2 牡4 大森　安男（標茶町）
186 ケイロン 2 牡3 株式会社　帯広有機　佐々木啓文（帯広市）
186 コトブキ 2 牡6 坂本　勇（浜中町）
186 サウスミドリ 2 牝4 南　日出男（美深町）
186 サカノハマナカ 2 牡6 岩本　國造（旭川市）
186 サカノマサル 2 牡3 飯塚　貞子（標茶町）
186 ジェイイーグル 2 牡3 小森　唯永（帯広市）
186 ジェイマーサ 2 牡4 道垣内　豊（日高町）
186 シンエイジョッパリ 2 牝6 竹澤　一彦（芽室町）
186 スイレンカ 2 牝6 渡辺　義男（陸別町）
186 ソウヤノカガヤキ 2 牡9 八代　義一（苫前町）
186 ソラチ 2 牡3 大熊　金八（雨竜町）
186 タアボモリウチ 2 牡3 羽田野　安晴（美深町）
186 タカラウンカイ 2 牡6 藤田　千代（弟子屈町）
186 タカラクラシック 2 牝4 坂本　勇（浜中町）
186 チェロ 2 牡5 細川　貞夫（北見市）
186 トップギヤ 2 牡5 村上　昭一（陸別町）
186 ドラゴンボーイ 2 牡6 亀田　英二（中標津町）
186 ニシキハヤヒメ 2 牝3 藤田　千代（弟子屈町）
186 ニシキマリン 2 牝3 藤田　千代（弟子屈町）
186 ニュータイキン 2 牝5 小倉　たまき（美深町）



順位 馬名 投票数 性齢 生産者（生産地）
186 ハゴロモビクトリー 2 牡3 中村　弥市（幕別町）
186 ハゴロモブライアン 2 牡4 松田　肇（浦幌町）
186 ファーストレディ 2 牝3 杉岡　正美（中標津町）
186 ブルーレジーナ 2 牝4 横山　キク子（本別町）
186 プレザントウェー 2 牡9 北村　治嘉（池田町）
186 ベニヒメ 2 牝3 田村　親雄（北見市）
186 ホクショウカップ 2 牡6 滝川　裕之（釧路市）
186 ホクショウムサシ 2 牡4 井内　紀子（由仁町）
186 ホクトヒーロー 2 牡5 斉藤　栄五（釧路市）
186 ホシノカケハシ 2 牡3 浅野　勝善（厚真町）
186 マツノタイガー 2 牡7 木村　雄司（釧路市）
186 ミタコトアル 2 牡4 （株）キューサンファーム（音更町）
186 ミノリヒメ 2 牝3 本寺　政則（本別町）
186 ヤマウサギ 2 牝3 細川　貞夫（北見市）
186 ライデン 2 牡4 安藤　浩太朗（釧路市）
186 リキカイユウ 2 牡6 佐藤　定男（函館市）
186 ワイルドレディー 2 牝3 長谷川　義信（弟子屈町）
186 ワンポイント 2 牝6 鈴木　義尚（上士幌町）
239 アークスピード 1 牡3 坂本　勇（浜中町）
239 アアモンドオーザン 1 セン3 島﨑　幸喜（豊頃町）
239 アアモンドカズミ 1 牝4 三浦　正子（上ノ国町）
239 アアモンドコハル 1 牝4 亀田　英二（中標津町）
239 アアモンドツルミ 1 牝3 下内　節子（根室市）
239 アアモンドヒマワリ 1 牝3 島﨑　幸喜（豊頃町）
239 アアモンドポピー 1 牝3 （株）帯広有機（帯広市）
239 アアモンドボルト 1 セン5 島﨑　幸喜（豊頃町）
239 アオノエポナ 1 牝3 鈴木　義尚（上士幌町）
239 アサヒクイーン 1 牝3 谷　廣和（帯広市）
239 アルトゥン 1 牡4 山田　常雄（江差町）
239 アローリキヒメ 1 牝3 山田　恵理実（白糠町）
239 イッチョクセン 1 牡10 北村　治嘉（池田町）
239 イナノミツヒメ 1 牝4 稲場　洋二（釧路市）
239 イワキファイター 1 牡5 森　裕治（佐呂間町）
239 イワキライデン 1 牡3 山田　恵理実（白糠町）
239 ヴァイスリッター 1 牡3 久田　公氣（北見市）
239 エーマンスピード 1 牝3 守屋　博（弟子屈町）
239 オーシャンヒーロー 1 牡4 舘野　竜一（浜中町）
239 オージョ 1 牝6 尾屋　保博（釧路市）
239 オオゾラサトミ 1 牝4 東　靖広（北見市）
239 オレノプライド 1 牡5 佐藤　久夫（網走市）
239 カイセキングオー 1 牡4 近藤　昇（湧別町）
239 カイヤナイト 1 牡3 （株）金福畜産（上士幌町）
239 カツヒーロー 1 牡6 木村　雄司（釧路市）
239 カブトゴールド 1 牡11 玉置　力（黒松内町）
239 カブトボーイ 1 牡8 堀　忠一（ニセコ町）
239 キタノテンカ 1 牡8 伊藤　繁晴（標茶町）
239 キャロル 1 牡4 沢口　敏夫（江差町）
239 ギンツバメ 1 牝3 永井　和弘（足寄町）
239 ギンノダイマオー 1 牡6 村上　昭一（陸別町）
239 クリスタルホーク 1 牡3 （株）金福畜産（上士幌町）
239 グリフィス 1 牡3 岩渕　寿和（訓子府町）
239 グレースハンター 1 牝7 渡辺　義男（陸別町）
239 クロカゲパワー 1 牡3 曽我部　辰哉（音更町）
239 コウウンリキ 1 牡7 渡部　忠司（弟子屈町）
239 コウシュハエンゼル 1 牝4 久保　輝於（釧路市）
239 コウシュハスパーク 1 牡10 堀　忠一（ニセコ町）



順位 馬名 投票数 性齢 生産者（生産地）
239 コウシュハボルト 1 牡5 北村　節子（浦幌町）
239 コウシュハメモリー 1 牝3 小森　唯永（帯広市）
239 コウシュハヤマト 1 牝5 可香　金光（松前町）
239 コウシュハラブ 1 牡5 前田　秀俊（釧路市）
239 コウシローレディ 1 牝4 藤田　千代（弟子屈町）
239 ゴールデンカイザー 1 牡6 國田　悦司（北見市）
239 ゴクウ 1 牡4 留田　邦彦（足寄町）
239 コマサンミノル 1 牡4 宝田　浩二（豊頃町）
239 サオリノユメ 1 牝3 後藤　有弘（足寄町）
239 サカノカイリキ 1 牡3 古川　照子（標茶町）
239 サカノキヨマル 1 牡3 稲場　洋二（釧路市）
239 サカノキンショウ 1 牡4 杉岡　正美（中標津町）
239 サカノゴーリキ 1 牡3 佐渡　誠（幕別町）
239 サカノダイジン 1 牡7 播　静雄（池田町）
239 サカノローゼン 1 牝5 岩本　國造（旭川市）
239 サクラタツオー 1 セン3 川端　幸子（音更町）
239 サツキヤッテマレ 1 牝3 本寺　政則（本別町）
239 サトタカラ 1 牝3 立川　芳枝（足寄町）
239 サトニシキ 1 牝3 小野田　喜一（釧路市）
239 サロマタイショウ 1 牡5 松原　豊（北見市）
239 ジークフリード 1 牡4 久田　公氣（北見市）
239 ジェイウェイ 1 牡5 小森　唯永（帯広市）
239 ジェイマリア 1 牝4 中村　光雄（森町）
239 ジェイラリー 1 牡3 小森　唯永（帯広市）
239 ジェイレオン 1 牡3 小森　唯永（帯広市）
239 シャイニング 1 牡9 （有）帯広ファーム（帯広市）
239 ジャックポット 1 牡3 （株）金福畜産（上士幌町）
239 ショウリノホシ 1 牡4 大熊　裕章（雨竜町）
239 シルバーアロイ 1 牡5 西村　勇（長沼町）
239 シンエイハリアー 1 牝3 竹澤　一彦（芽室町）
239 シンコーサンデー 1 牡5 高山　征司（池田町）
239 シンノチカラ 1 牡3 金田　龍二（上士幌町）
239 スイ 1 牝3 長澤　英子（浜中町）
239 スーパーシンデレラ 1 牝3 森山　明男（浜中町）
239 スペースワン 1 牡7 杉岡　正美（中標津町）
239 スマイルボーイ 1 セン3 株式会社　帯広有機　佐々木啓文（帯広市）
239 センショウミハル 1 牝4 浅野　勝善（厚真町）
239 ゼンノチカラ 1 牝3 横山　キク子（本別町）
239 タイタス 1 牡3 鈴木　義尚（上士幌町）
239 ダイホウサク 1 牡13 細川　貞夫（北見市）
239 ダイヤカツヒメ 1 牝3 （株）メグミファーム（音更町）
239 タカノリュウジン 1 牡3 江口　勇（池田町）
239 タケノテンリュウ 1 牡3 斉藤　勝（天塩町）
239 ダテヒホウ 1 牝3 森　裕治（佐呂間町）
239 タンジロウ 1 牡3 小森　唯永（帯広市）
239 チカラノカギリ 1 牝3 尾屋　保博（釧路市）
239 ツララ 1 牝3 （株）金福畜産（上士幌町）
239 デッカクナーレ 1 牡5 村上　広昭（旭川市）
239 トカチガワ 1 牡3 安藤　浩太朗（釧路市）
239 トマランサカイリキ 1 牡6 （有）帯広ファーム（帯広市）
239 トマランサジェット 1 牡6 松村　竜幸（浦幌町）
239 トランペット 1 牡4 細川　貞夫（北見市）
239 ニシキタイショウ 1 牡4 藤田　千代（弟子屈町）
239 ニュクス 1 牝4 岩渕　寿和（訓子府町）
239 ハゴロモヴィーナス 1 牝3 浅井　嘉延（幕別町）
239 ハナノウンカイヒメ 1 牝4 播　静雄（池田町）



順位 馬名 投票数 性齢 生産者（生産地）
239 ハヤテウミ 1 牡3 松田　征治（足寄町）
239 ピッコロステラ 1 牡4 山根　福司（釧路市）
239 ヒメトラエトランゼ 1 牝3 村上　昭一（陸別町）
239 ファイントップ 1 牡4 山根　福司（釧路市）
239 フェアリーマイ 1 牝4 藤田　千代（弟子屈町）
239 フクフクライデン 1 牡4 木村　雄司（釧路市）
239 ブラックパワー 1 牡3 森山　明男（浜中町）
239 ブラックパンサー 1 牡3 山根　福司（釧路市）
239 ホクエイテイオウ 1 牡3 松村　竜幸（浦幌町）
239 ホクセイタイショウ 1 牡5 (株)キューサンファーム（音更町）
239 ホクトウォーカー 1 牡8 山根　福司（釧路市）
239 ホクトヘリオス 1 牡6 田中　光儀（鶴居村）
239 ホルン 1 牝4 細川　貞夫（北見市）
239 ボンヌール 1 牡5 坂井　三智（標茶町）
239 マツノハヤテ 1 牡6 井出　憲雄（本別町）
239 マツノビューティ 1 牝8 渡辺　勇（雨竜町）
239 マツリダシャープ 1 牡8 後藤　有弘（足寄町）
239 マルオコウリキ 1 牡4 扇　俊治（浜中町）
239 マルモゴールド 1 牡4 森　秀夫（壮瞥町）
239 ミナミジュウジセイ 1 牡3 若杉　昌人（標津町）
239 ミミボーイ 1 牡4 （株）金福畜産（上士幌町）
239 ミヤビダイチ 1 牡7 小倉　たまき（美深町）
239 ムサシカツハナ 1 牝4 小森　唯永（帯広市）
239 メムロビジン 1 牝3 竹澤　一彦（芽室町）
239 モンスターキング 1 牡7 西村　正順（幕別町）
239 ヤマチョウタイガー 1 牡3 原田　甚一（乙部町）
239 ヤマノキカンボ 1 牡3 高橋　盛（興部町）
239 ヤマノコーネル 1 牡3 中村　光雄（森町）
239 ヤマノセイウン 1 牡6 外崎　敬雄（美深町）
239 ユウマイチドコイ 1 牡3 秋葉　英樹（本別町）
239 ユウマイチバンボシ 1 牡4 大野　信一（足寄町）
239 ヨシノヒーロー 1 牡5 播　静雄（池田町）
239 ラブリーリンドウ 1 牡8 亀田　英二（中標津町）
239 リアンブラック 1 牡3 島津　信（北斗市）
239 レッドクイーン 1 牝3 森山　明男（浜中町）
239 ロージイハート 1 牝3 岩渕　寿和（訓子府町）


