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※投票数が同数の場合は、馬名順で記載

順位 投票馬名 投票数 性齢 生産者（生産地）

1 メムロボブサップ 638 牡5 竹澤　一彦(芽室町)

2 センゴクエース 545 牡9 芝桜高橋牧場(滝上町)

3 アオノブラック 478 牡5 山口　和子(標茶町)

4 キタノユウジロウ 376 牡6 辻　虎男(足寄町)

5 ブチオ 288 牡8 山田　恵理実(白糠町)

6 アアモンドグンシン 267 セン6 山田　常雄(江差町)

7 ミノルシャープ 260 牡7 高山　範久(音更町)

8 ミスタカシマ 220 牝6 本寺　政則(本別町)

9 メジロゴーリキ 180 牡7 佐渡　孝徳(幕別町)

10 ウンカイタイショウ 131 牡7 宮口　孝治(足寄町)

11 ゴールドハンター 125 牡4 山口　和子(標茶町)

12 トワトラナノココロ 113 牡4 竹澤　一彦(芽室町)

13 キョウエイリュウ 110 牡4 大野　信一(足寄町)

14 マルミゴウカイ 94 牡8 出村　孝光(釧路町)

15 カネゾウ 93 牡10 佐藤　節雄(滝上町)

16 マツカゼウンカイ 70 牡7 森田　利和(標茶町)

17 シンエイボブ 58 牝7 桜井　栄市(芽室町)

17 シンザンボーイ 58 牡10 門　志美(豊頃町)

19 カンシャノココロ 56 牡10 髙田　和廣(北斗市)

20 コマサンブラック 55 牡5 加納　友喜(芽室町)

21 コウシュハレガシー 45 牡6 佐渡　誠(幕別町)

22 ナカゼンガキタ 44 牝7 髙田　和廣(北斗市)

23 インビクタ 41 牡5 小里　昭男(大空町)

24 ゴールデンフウジン 37 牡7 岩本　國造(旭川市)

25 ノエルブラン 34 牡7 細川　貞夫(北見市)

25 ミノルシンザン 34 牡6 高山　範久(音更町)

27 ヤマノホシ 33 牝9 渡邊　勇(雨竜町)

28 ハクタイホウ 29 牡10 橋本　岩雄(新ひだか町)

29 アアモンドヒューマ 28 セン8 坂東　孝一(池田町)

「柳月杯 第33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　5,448票）
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30 アフロディーテ 23 牝6 和田　智志(士幌町)

31 コマサンエース 22 牡5 坂井　三智(標茶町)

31 コマサンダイヤ 22 牡4 加納　友喜(芽室町)

31 ジェイエース 22 牡5 小森　唯永(帯広市)

34 バウンティハンター 21 牡9 山口　和子(標茶町)

35 オレワチャンピオン 20 牡6 竹久　克明(中富良野町)

36 オレノタイショウ 18 牡6 大野　信一(足寄町)

37 ブラックサファイア 16 牡4 若狭　幸憲(上ノ国町)

38 アオノゴッド 15 牡5 宝田　浩二(豊頃町)

39 ココロノタカラ 14 牡7 万藤　輝男(幕別町)

39 ダイリンファイター 14 牡5 早坂　末光(石狩市)

41 カイセドクター 13 牡4 田村　親雄(北見市)

41 ギンノダイマオー 13 牡5 村上　昭一(陸別町)

43 イオン 12 牝3 奥泉　愛子(足寄町)

44 タカナミ 11 牡3 野坂　清太郎(幕別町)

44 ハマノダイマオー 11 牡6 西村　正順(幕別町)

44 ホクショウユヅル 11 牡9 井内　昭夫(由仁町)

47 キンツルモリウチ 10 牡6 山根　勝幸(釧路市)

47 コウシュハハイジー 10 牝4 北村　節子(浦幌町)

47 マオノダイマオー 10 牡5 広川　健二(浦幌町)

50 エンゼルフクヒメ 9 牝4 山田　恵理実(白糠町)

50 オーシャンウイナー 9 牡3 舘野　竜一(浜中町)

50 サクラドリーマー 9 牡5 村上　昭一(陸別町)

50 ホクショウムゲン 9 牡7 村上　昭一(陸別町)

50 マオノクイーン 9 牝5 佐々木　博(置戸町)

55 アアモンドキーマン 8 セン4 山田　常雄(江差町)

55 アアモンドマイ 8 牝4 島﨑　幸喜(豊頃町)

55 アースネオジャパン 8 牡4 アースドリーム角山農場(江別市)

55 セナカ 8 牡10 沢口　敏夫(江差町)

55 ナカゼンダッテ 8 牝5 髙田　和廣(北斗市)

60 キタノボブサップ 7 牡4 村上　昭一(陸別町)

60 ギンジ 7 牡4 永井　和弘(足寄町)
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60 ゲッカビジン 7 牝4 松田　征治(足寄町)

60 コウシュハルパン 7 牡8 西村　正順(幕別町)

60 サクラダイチ 7 牡8 川端　達雄(音更町)

60 ピンチハチャンス 7 牡5 長谷川　義雄(釧路市)

60 フクトク 7 牡12 岩渕　文雄(訓子府町)

60 ホウショウ 7 牡3 安藤　浩太朗(釧路市)

60 ヤマトタイコー 7 セン4 西村　正順(幕別町)

69 アルジャンノオー 6 牡3 岩渕　寿和(訓子府町)

69 ウチュウジン 6 牡3 渡辺　孝(名寄市)

69 エリモ 6 牝3 梅村　智秀(本別町)

69 オールラウンダー 6 牡6 加茂　陽一(浜中町)

69 ジェイカトレア 6 牝5 岡　明美(陸別町)

69 スタミナノスケ 6 牡6 (有)帯広ファーム(帯広市)

69 スーパータイトル 6 牡11 佐藤　岑夫(遠軽町)

69 ツガルタイショウ 6 牡7 斉藤　晴司(滝沢村)

69 ヒメトラマジック 6 牝4 佐渡　誠(幕別町)

69 プラチナ 6 牡4 伊藤　翼(別海町)

79 ウルトラモモ 5 牝3 加藤　勇(標津町)

79 コウテイ 5 牡4 山根　福司(釧路市)

79 ジェイボーイ 5 牡5 横山　伴英(本別町)

79 シャンハイオトメ 5 牝5 杉田　富雄(芽室町)

79 シンエイアロー 5 牝3 松田　征治(足寄町)

79 シンエイジョッパリ 5 牝5 竹澤　一彦(芽室町)

79 ピアノ 5 牡4 細川　貞夫(北見市)

79 マツノビューティ 5 牝7 渡邊　勇(雨竜町)

79 ヤマトジャパン 5 牡7 本寺　政則(本別町)

88 アアモンドリュウ 4 セン6 宮田　光男(中標津町)

88 オオゾラサトミ 4 牝3 東　靖広(北見市)

88 カネサコトブキ 4 牡6 松田　肇(浦幌町)

88 キャラメルミルク 4 牝3 竹澤　一彦(芽室町)

88 キョウエイセンプー 4 牡6 亀田　英二(中標津町)

88 キラリ 4 牝4 金田　龍二(上士幌町)
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88 コマサンタカラ 4 牡3 加納　詩織(芽室町)

88 ジェイコマンダー 4 牡6 鈴木　義尚(上士幌町)

88 ジェイセリナ 4 牝5 横山　伴英(本別町)

88 ショウヘイ 4 牡8 久田　公氣(北見市)

88 ダイナマイト 4 牡4 本寺　政則(本別町)

88 フェイト 4 牡6 村上　昭一(陸別町)

88 ホクトシンバ 4 牡9 川村　貴樹(厚沢部町)

88 リュウセイペガサス 4 牡4 佐々木　正人(釧路市)

102 アアモンドフジ 3 牡3 横田　好一(中標津町)

102 アオノソルテ 3 牡4 中村　光雄(森町)

102 アースサンダー 3 牡5 アースドリーム角山農場(江別市)

102 イワフネチャタ 3 牡8 三宮　久藏(釧路市)

102 オレモスゴイ 3 牡12 北村　節子(浦幌町)

102 カネサスペシャル 3 牡7 (株)坂井牧場(旭川市)

102 カブトボーイ 3 牡7 堀　忠一(ニセコ町)

102 コウシュハボブ 3 牡4 佐渡　誠(幕別町)

102 サクラヒメ 3 牝3 野澤　保子(釧路市)

102 サダノワークス 3 牡11 加茂　善定(浜中町)

102 ジェイウェイ 3 牡4 小森　唯永(帯広市)

102 シンエイシルビア 3 牝8 坪原　健治(浦幌町)

102 ソウヤノカガヤキ 3 牡8 八代　義一(苫前町)

102 トモエハイセイコー 3 牡7 酒井　兼益(函館市)

102 ドラゴンチナツ 3 牝4 南　日出男(美深町)

102 トランペット 3 牡3 細川　貞夫(北見市)

102 ニセコヒカル 3 牝4 堀　忠一(ニセコ町)

102 ヒメトラクイーン 3 牝5 村上　昭一(陸別町)

102 フェアリーマイ 3 牝3 藤田　千代(弟子屈町)

102 フナノダイヤモンド 3 牡6 山根　勝幸(釧路市)

102 ブラックダンサー 3 牡7 葛西　明(標茶町)

102 マツリダキング 3 牡7 (有)帯広ファーム(帯広市)

102 ミヤビダイチ 3 牡6 小倉　たまき(美深町)

102 ロマンチック 3 牡9 笠間　貞雄(幕別町)



ページ 5

126 アアモンドコハル 2 牝3 亀田　英二(中標津町)

126 アカフジ 2 牡11 千葉　芳男(下川町)

126 アグリタイセツ 2 牡3 小野田　喜一(釧路市)

126 アバシリサクラ 2 牝3 江口　勇(池田町)

126 アユナ 2 牝3 佐々木　博(置戸町)

126 アーティウィング 2 牝4 山根　福司(釧路市)

126 イナサンブラック 2 牡3 萬　一幸(池田町)

126 インターセプト 2 牡6 久田　公氣(北見市)

126 オトコギ 2 牡8 (有)帯広ファーム(帯広市)

126 オージョ 2 牝5 尾屋　保博(釧路市)

126 オーノチカラ 2 牡3 小森　唯永(帯広市)

126 カガヤキ 2 牡5 佐々木　正人(釧路市)

126 カグヤ 2 牝3 留田　邦彦(足寄町)

126 カブトゴールド 2 牡10 玉置　力(黒松内町)

126 キララ 2 牝3 (株)金福畜産(上士幌町)

126 グレースハンター 2 牝6 渡邊　義男(陸別町)

126 クロオビ 2 牡7 久田　公氣(北見市)

126 コウウンリキ 2 牡6 渡部　忠司(弟子屈町)

126 コマサンミノル 2 牡3 宝田　浩二(豊頃町)

126 ゴールデンペガサス 2 牡4 西村　正順(幕別町)

126 サカノイサムヒメ 2 牝7 佐藤　久夫(網走市)

126 サカノダイヤ 2 牡5 稲場　洋二(釧路市)

126 サカノハマナカ 2 牡5 岩本　國造(旭川市)

126 サクラタイショウ 2 牡6 川端　達雄(音更町)

126 ジェイマーサ 2 牡3 道垣内　豊(日高町)

126 ジョナゴールド 2 牡4 松田　肇(浦幌町)

126 シロガネセンプー 2 牡4 西村　正順(幕別町)

126 スペースワン 2 牡6 杉岡　正美(中標津町)

126 センショウニシキ 2 牡7 浅野　勝善(厚真町)

126 センリョウボス 2 牡7 山根　福司(釧路市)

126 タイショーセンプー 2 牡7 亀田　英二(中標津町)

126 タカラシップ 2 牡8 本寺　政則(本別町)
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126 タケサンツヨイゾ 2 牡5 瀬戸　博行(白糠町)

126 テンクウ 2 牡4 佐々木　博(置戸町)

126 ハクホウエイ 2 牡3 横山　キク子(本別町)

126 バッチ 2 牡5 川村　貴樹(厚沢部町)

126 ヒメミヤ 2 牝4 (有)帯広ファーム(帯広市)

126 フウリンカ 2 牡8 渡辺　義男(陸別町)

126 フォルテシモ 2 牝4 山根　福司(釧路市)

126 フクフクライデン 2 牡3 木村　雄司(釧路市)

126 フナノギムレット 2 牡7 山根　勝幸(釧路市)

126 フレイムゴールド 2 牡6 三宮　久藏(釧路市)

126 ペーパンヨシヒメ 2 牝7 山崎　吉晴(名寄市)

126 ホクショウテンカ 2 牡6 長谷川　義晃(弟子屈町)

126 マサタカラ 2 牡3 本寺　政則(本別町)

126 マタクルサ 2 牡5 山田　恵理実(白糠町)

126 マナーモード 2 牝3 竹久　克明(中富良野町)

126 ミソギホマレ 2 牝3 松井　紀行(鶴居村)

126 ミミ 2 牝4 南　日出男(美深町)

126 モンスターキング 2 牡6 西村　正順(幕別町)

126 ヤマトテンリュウ 2 牡8 山崎　文雄(弟子屈町)

126 ユウマイチバンボシ 2 牡3 大野　信一(足寄町)

126 ヨロコビ 2 牝3 大熊　金八(雨竜町)

126 リュウノカミ 2 牡7 松本　広美(足寄町)

126 レジェンドボス 2 牡5 谷口　晋(白糠町)

126 レッツゴーリータン 2 牝3 岩渕　寿和(訓子府町)

126 ワンカラット 2 牡3 並川　義輝(せたな町)

126 ワンポイント 2 牝5 鈴木　義尚(上士幌町)

126 ワールドイズマイン 2 牡5 久田　公氣(北見市)

185 アアモンドイチバン 1 牝5 加藤　勇(標津町)

185 アアモンドカズミ 1 牝3 三浦　正子(上ノ国町)

185 アアモンドビーナス 1 牝3 下内　節子(根室市)

185 アアモンドブラック 1 牡3 奥泉　圀博(足寄町)

185 アアモンドランサー 1 牡3 若杉　昌人(標津町)
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185 アサヒユウシン 1 牡4 渡部　忠司(弟子屈町)

185 アッシュプリンセス 1 牝3 中村　弥市(幕別町)

185 アバシリルビー 1 牝4 佐藤　久夫(網走市)

185 アルトゥン 1 牡3 山田　常雄(江差町)

185 アースシルバー 1 セン6 砂田　孝一(岩見沢市)

185 イッチョクセン 1 牡9 北村　治嘉(池田町)

185 イノリノチカラ 1 牡9 (有)帯広ファーム(帯広市)

185 イブキ 1 牡3 尾屋　保博(釧路市)

185 エーデルシュタイン 1 牡3 大内　実(陸別町)

185 エーマンクイン 1 牝4 山田　博(長沼町)

185 オオゾラシンスケ 1 牡10 小里　昭男(大空町)

185 オオゾラマミ 1 牝4 野澤　幸弘(釧路市)

185 オーシャンスター 1 牡8 舘野　竜一(浜中町)

185 カイセイビクトリー 1 牝3 横山　キク子(本別町)

185 カイセキングオー 1 牡3 近藤　昇(湧別町)

185 カツゲン 1 牡3 岩瀬　久郎(根室市)

185 カツヒーロー 1 牡5 木村　雄司(釧路市)

185 カワノイニーツィオ 1 牡4 (有)帯広ファーム(帯広市)

185 キタイノエース 1 牡6 大熊　金八(雨竜町)

185 キタイノホシ 1 牡8 大熊　金八(雨竜町)

185 キタカゼ 1 牡5 和田　智志(士幌町)

185 キタノオウカ 1 牝3 尾屋　保博(釧路市)

185 キタノショウグン 1 牡3 村上　昭一(陸別町)

185 キタノハナマメ 1 牝5 山根　勝幸(釧路市)

185 キタノヒカリ 1 牡3 出村　孝光(釧路町)

185 キラキラヒカル 1 牝3 村上　廣昭(旭川市)

185 キンジロウ 1 牡4 長谷川　義晃(弟子屈町)

185 キンプク 1 牡5 金田　龍二(帯広市)

185 キンリュウザン 1 牡8 森　裕治(佐呂間町)

185 クシロオオジョ 1 牝3 山根　勝幸(釧路市)

185 クシロキンジロウ 1 牡3 佐々木　正人(釧路市)

185 グンソク 1 牡4 金田　龍二(上士幌町)
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185 コウシュハエンゼル 1 牝3 久保　輝於(釧路市)

185 コウシュハスパーク 1 牡9 堀　忠一(ニセコ町)

185 コウシュハボルト 1 牡4 北村　節子(浦幌町)

185 コウシュハヤマト 1 牝4 可香　金光(松前町)

185 コウシュハヨナ 1 牝5 高木　研一(浜中町)

185 コウシローレディ 1 牝3 藤田　千代(弟子屈町)

185 コジロウマル 1 牡4 杉岡　正美(中標津町)

185 サウスミドリ 1 牝3 南　日出男(美深町)

185 サカノスピード 1 牡6 高田　金吾(弟子屈町)

185 サカノデラックス 1 牡4 横山　キク子(本別町)

185 サロマタイショウ 1 牡4 松原　豊(北見市)

185 ジェイカップ 1 牡4 小森　唯永(帯広市)

185 ジェイマリア 1 牝3 中村　光雄(森町)

185 ジェイライナー 1 牡4 小森　唯永(帯広市)

185 シマノシンザン 1 牡10 門　志美(豊頃町)

185 シャイニング 1 牡8 (有)帯広ファーム(帯広市)

185 シルバーアロイ 1 牡4 西村　勇(長沼町)

185 シンデレラナイト 1 牝3 株式会社　帯広有機　佐々木啓文(帯広市)

185 シンドラー 1 牡12 萬　一幸(池田町)

185 ジークフリード 1 牡3 久田　公氣(北見市)

185 スイレンカ 1 牝5 渡辺　義男(陸別町)

185 スターバック 1 牡3 安藤　浩太朗(釧路市)

185 スチールセンショー 1 牡3 株式会社　帯広有機　佐々木啓文(帯広市)

185 タカライチ 1 牡7 小野　重治(おいらせ町)

185 タワノブラック 1 牡5 藤巻　厚(標茶町)

185 テンセイノカガヤキ 1 牡4 留田　邦彦(足寄町)

185 トマランサカイリキ 1 牡5 (有)帯広ファーム(帯広市)

185 ドラゴンボーイ 1 牡5 亀田　英二(中標津町)

185 ドルバコ 1 牝5 小倉　たまき(美深町)

185 ニホンイチ 1 牡7 後藤　有弘(足寄町)

185 ネオキングダム 1 牡3 山根　福司(釧路市)

185 バイサイ 1 牡5 鈴木　忠(足寄町)
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185 ハゴロモルヴァン 1 牡6 加納　友喜(芽室町)

185 ヒカルファンタジー 1 牝3 堀　忠一(ニセコ町)

185 フジノウンカイ 1 牝8 宮口　孝治(足寄町)

185 ブラックテーオー 1 牡9 安藤　浩太朗(釧路市)

185 ペガサスプリティー 1 牝3 互野　居衣夫(平取町)

185 ホクショウハヤブサ 1 牡4 青田　誠(幕別町)

185 ホクセイサクラコ 1 牝3 (株)キューサンファーム(音更町)

185 ホクセイジョーカー 1 牡3 竹久　克明(中富良野町)

185 ホクセイタイショウ 1 牡4 (株)キューサンファーム(音更町)

185 ホクトウォーカー 1 牡7 山根　福司(釧路市)

185 ホッカイパワー 1 牡3 竹内　正昭(南幌町)

185 ホルン 1 牝3 細川　貞夫(北見市)

185 ボンヌール 1 牡4 坂井　三智(標茶町)

185 マタセタナ 1 牝3 尾野　彰悟(せたな町)

185 マツノタイガー 1 牡6 木村　雄司(釧路市)

185 マツノタイショウ 1 牡4 山田　常雄(江差町)

185 マツリダシャープ 1 牡7 後藤　有弘(足寄町)

185 マルホンリョウダイ 1 牡3 本寺　政則(本別町)

185 ミタコトアル 1 牡3 (株)キューサンファーム(音更町)

185 ミミボーイ 1 牡3 (株)金福畜産(上士幌町)

185 ミヤビアカリ 1 牝3 株式会社　帯広有機　佐々木啓文(帯広市)

185 ミヤビラッシュ 1 牝5 橋本　岩雄(新ひだか町)

185 ミラクルクイーン 1 牝3 竹内　正昭(南幌町)

185 ムサシブラザー 1 牡8 久田　公氣(北見市)

185 ヨシノヒーロー 1 牡4 播　静雄(池田町)

185 ライデン 1 牡3 安藤　浩太朗(釧路市)

185 ライデンメルテイ 1 牝7 田中　猪之助(共和町)

185 ラブリーリンドウ 1 牡7 亀田　英二(中標津町)

185 リアンドノール 1 牡3 岩渕　寿和(訓子府町)

185 ルージュフルール 1 牝5 島津　信(北斗市)

185 レイワレデイー 1 牝3 廣川　健二(浦幌町)

185 ロングビユウテイ 1 牝4 野澤　幸弘(釧路市)
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