
第32回舞木POG　優先権一覧表 優先権データは、母＝過去24年、兄姉＝過去７年まで遡って調べてあります。それ以前のデータが知りたい方は、管理人に聞いてください。馬名は4/16時点の決定及び予定馬名です。

馬名 父名 母名 母所有 2020年産 31回所有 2019年産 30回所有 2018年産 29回所有 2017年産 28回所有 2016年産 27回所有 2015年産 26回所有 2014年産 25回所有

 Dubawi Midsummer Fair ﾕﾊﾝﾇｽ たまちゅう ﾀﾞｲﾓﾝｼﾞ  ｻﾏｰﾄｩﾘｽﾄ  ｻﾏｰｴﾓｰｼｮﾝ  ﾐｯﾄﾞｻﾏｰﾊｳｽ     

ﾊﾞﾗﾝ Frankel Blanc Bonheur  ｱﾍｯﾄﾞ もんた             

ｼｬｲﾆﾝｸﾞｿｰﾄﾞ Frankel Stacelita    ｽﾀﾆﾝｸﾞｽﾀｰ たまちゅう   ｽﾊﾟﾝｸﾞﾙﾄﾞｽﾀ たーまちゅう ｼｪｰﾝｸﾞﾗﾝﾂ たまちゅう   ｿｳﾙｽﾀｰﾘﾝｸﾞたまちゅう

ﾂｰﾈｻｰﾝ Frankel ｼﾞｪｯﾄｾｯﾃｨﾝｸﾞ  ﾍﾟｰｽｾｯﾃｨﾝｸﾞサイダー             

 Kingman Nuovo Record  ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｲｽぶじまる ｷｭﾙｷｭﾏ  ﾄﾞﾝﾅｾﾚｰﾉ ふじまる         

ﾓｰヴｼﾙﾍﾞｽﾄﾙ Le Havre Minorette    ﾓﾝｺﾞﾘｱﾝｷﾝｸﾞまっつん ﾏｯﾁﾚｽｷﾞﾌﾄ コンサイ   ﾐﾝﾄﾌﾚｯｼｭ      

ｷｭｸﾇｽ Saxon Warrior Follow a Dream ﾃｨﾆｱ ブクロ             

 ｱｼﾞｱｴｸｽﾌﾟﾚｽ ｵﾘｰﾌﾞｼﾞｭｴﾙ れっど   ｴｺﾛﾌﾗｯﾊﾟｰ  ﾃｲｹｲﾗﾅｷﾗ  ｸﾞﾘｰﾅﾘｰ  ﾊｲﾊﾟﾜｰﾄﾞﾄｯﾌ ゚     

 ｱｼﾞｱｴｸｽﾌﾟﾚｽ ﾀｶﾗﾌﾛｰﾘｯｸ なおちゅう   ﾀｶﾗｸﾞﾛｰﾘｰ  ﾀｶﾗﾈｲﾋﾞｰ          

ﾒﾈﾗｵｽ ｱｼﾞｱｴｸｽﾌﾟﾚｽ ﾗﾄｰﾅ あごしゃくれ   ﾌﾛｽﾃｨｸﾞﾚｲ あごしゃくれ ｷﾀｻﾝｼﾝﾄﾞｰ  ｱｽﾃﾘｱ  ｶﾞﾆﾒﾃﾞｽ  ﾃﾞｨﾛｽ あごしゃくれ   

ｽﾀｰﾍﾟﾙｾｳｽ ｱｼﾞｱｴｸｽﾌﾟﾚｽ ﾗﾗｴｸﾚﾘｾﾞ ブクロ ｻﾄﾐﾉｱｻﾋ    ｸﾞｯﾄﾞｲﾔｰ  ｷｬﾌﾟﾃﾝｶｰｸ        

 ｱｼﾞｱｴｸｽﾌﾟﾚｽ ﾚｯﾄﾞｼﾞｭﾗｰﾚ れっど ﾗｲヴｹﾁｬｯﾌﾟ  ﾉｱヴｧｲｵﾚｯﾄ            

ﾐﾘｵﾝｼﾞｪﾝﾇ ｱｼﾞｱｴｸｽﾌﾟﾚｽ ﾛｰｽﾞｱﾀﾞｰｼﾞｮ おが   ｸﾞﾛｰ  ﾊﾞｽｸ  ﾑｼﾞｶ  ﾋﾙﾄﾞ  ｼｮｳﾅﾝﾗヴｨ    

 ｱﾄﾞﾏｲﾔﾑｰﾝ ｵｰﾀﾑﾒﾛﾃﾞｨｰ  ｵｰﾀﾑｸｲｰﾝ  ｵｰﾀﾑｿﾝｸﾞ  ｵｰﾀﾑﾋﾛｲﾝ  ｻﾏｰﾋﾞｰﾄ あまの   ﾌﾛｰﾘﾝ  ｱﾝｾﾑ なおちゅう

 ｱﾄﾞﾏｲﾔﾑｰﾝ ﾂｰﾃﾞｲｽﾞﾉｰﾁｽ    ﾎｳｵｳﾉｰｻｲﾄﾞ ｷﾝﾀﾑﾁｬﾁｬ    ﾌｫｰｺｰﾅｰｽﾞ  ｻﾞｽﾘｰｻｰﾃｨ いとけん ﾃﾞｨﾊﾞｲﾝｺｰﾄﾞ いとけん

 ｱﾆﾏﾙｷﾝｸﾞﾀﾞﾑ ﾃﾞｨヴｧｲﾝｸﾚｱ まっつん ｲﾝﾄｩﾌﾘｰ  ﾌｨﾚﾝﾂｪ  ﾊｰﾋﾞﾝｸﾚｱ  ｸﾚｱﾄｩｰﾙ  ｹｲﾃｨｼｬｲﾝ    ｺｽﾓﾃﾞｨヴｧｲﾝ 

 ｱﾆﾏﾙｷﾝｸﾞﾀﾞﾑ ﾌｪｱﾌﾞﾙｰﾑ 巨神兵 ｼﾗﾝｹﾄﾞ    ﾜﾝﾀﾞｰﾎﾟｹｯﾄ          

 ｱﾎﾟﾛｹﾝﾀｯｷｰ ｻﾄﾉﾌﾀﾊﾞ 巨神兵   ｽﾞｰﾊﾟｰ      ﾎﾞﾋﾞﾝ    ｽﾃｨｰﾙﾎｰﾌﾟ  

ｵﾙﾃﾞﾗﾝ ｱﾙｱｲﾝ ｱｰﾏｲﾝ    ﾌｧﾐﾘｰｸﾚｽﾄ  ﾊﾞﾄﾙﾌﾛﾝﾄ あごしゃくれ ﾗｽﾄﾗﾌ    ｺﾞｰﾙﾄﾞﾊﾟｯｷｬｵ ﾊﾞｯｸﾌｧｲﾔｰ  

ｱﾙｼﾞｬﾋﾘ ｱﾙｱｲﾝ ヴｨｱﾝﾛｰｽﾞ    ﾏｲﾚｯﾄﾞｽﾀｰ  ｼｭヴｧﾘｴﾛｰｽな゙おちゅう   ｱｰｽﾞﾛｰヴｧｰ ﾗｲﾚﾛｰｽﾞ  ｼﾞｭｰﾝｿﾘﾄﾞｰﾙ 

 ｱﾙｱｲﾝ ｺﾛﾅｼｵﾝ けいぴぃ               

ﾋﾞｯﾌﾟﾁｪｲｽ ｱﾙｱｲﾝ ﾍﾞｯﾗﾚｲｱ  ﾄｩﾙｰｻﾝﾗｲｽﾞ      ﾍﾞﾙﾗｶﾞｯﾂｫ あごしゃくれ   ｶﾗﾚｲｱ れっど ｳﾁﾉｵｼﾞｮｳｻﾏ 

ﾍﾟｸﾄﾗﾙ ｱﾙｱｲﾝ ﾏﾁｶﾈﾀﾏｶｽﾞﾗ    ﾋﾞﾖﾝﾄﾞｻﾞﾘﾐｯﾄ  ｱﾝﾀﾞｰﾌﾟﾛｯﾄ  ｱﾙｺﾚｰﾇ    ﾊｰﾂﾌｪﾙﾄ あまの ﾎｳｵｳﾊﾟﾌｭｰﾑ 

ﾜｲﾏﾝｸﾞ ｱﾙｱｲﾝ ﾚﾃﾞｨｵﾌﾞヴｪﾆｽ  ヴｪﾈﾂｨｱｰﾅ    ﾚｲﾝﾌﾛﾑﾍヴﾝアンドウ     ﾌﾞﾗｰﾉ  ｼﾞｭﾃﾞｯｶ  

 ｱﾙｱｲﾝ ﾛﾝｷﾞﾝｸﾞｴﾚﾝ けいぴぃ               

ｹｲｹｲ ｲｽﾗﾎﾞﾆｰﾀ ｽｳｨｰﾄﾊｰｽ  ﾎﾛﾆｯｸﾊﾟｽ あごしゃくれ ﾌﾞﾚｲｽﾞｱｳﾄ  ﾊｰｽﾌｧｲｱ    ﾚｲｼﾞﾝｸﾞﾌﾞﾚｲｽﾞ ﾗﾃｭﾛｽ  ｱﾄﾞﾗﾒﾚｸ あごしゃくれ

ｶﾙﾃﾞﾅｰﾙ ｲｽﾗﾎﾞﾆｰﾀ ﾀﾞｲﾜﾐﾗﾝﾀﾞ ジェイ ﾃﾞｨﾅﾄｾﾚｰﾈ ジェイ ｴｲｶｲﾏｯｹﾝﾛ ジェイ           

ﾀﾞﾘﾎﾞﾙｶ ｲｽﾗﾎﾞﾆｰﾀ ﾀﾞﾘｼｱ    ﾃﾞｺﾗｼｵﾝ    ﾃﾞｨｰﾌﾟｷﾝｸﾞ  ｻﾄﾉﾀﾞﾑｾﾞﾙ  ｺﾞﾙﾄｷﾙｼｪ コンサイ ｻﾄﾉｻﾌｧｲｱ  

ｼｬﾘﾃｨ ｲｽﾗﾎﾞﾆｰﾀ ﾌﾟﾛﾐﾈﾝﾄ なおちゅう   ｱｵｲﾉｳｴ  ｶﾌｪｶｴｻﾙ  ｾﾙﾌﾘﾗｲｱﾝｽ  ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘﾃｨ    ﾓｱﾅ  

 ｲｽﾗﾎﾞﾆｰﾀ ﾏﾙﾊﾞｲﾕ  ﾏﾙﾃﾞｨﾗﾝﾀﾞ    ｷﾞｬﾗﾝﾄｳｫﾘｱ      ﾌﾟﾛﾄｽﾀｰ サイダー   

ﾑﾒ ｲｽﾗﾎﾞﾆｰﾀ ﾘﾄﾙｱﾏﾎﾟｰﾗ  ｸﾞﾗﾝﾃﾞｱﾏﾎﾟｰﾗ ﾘﾄﾙﾎﾟﾋﾟｰ  ﾙﾃｨﾚ  ｽｰｻﾞﾌｫﾝ  ﾓﾙﾋﾞﾃﾞｯﾂｧ  ﾗｶｰｼﾞｪ  ｴｼﾞｽﾃﾝﾂｧ ブクロ

 ｲｽﾗﾎﾞﾆｰﾀ ﾜﾅﾀﾞﾝｽ    ｺﾙﾃｨｰﾅ なおちゅう ｱｲﾜﾅｽﾏｲﾙ  ｱｲﾜﾅﾄﾗｽﾄ  ｱｲﾜﾅﾋﾞﾘｰヴ  ｱｲﾜﾅｼｰﾕｰ    

ｱｽﾀｰｻﾏﾘｳﾑ ヴｨｸﾄﾜｰﾙﾋﾟｻ ｲﾏｰｷｭﾚｲﾄｷｬｯﾄ ﾒｲﾝｸｰﾝ  ｲﾝｸﾞﾚｰヴ      ﾌｫﾙｺﾒﾝ    ﾀﾞﾉﾝﾛﾏﾝ 巨神兵

ｶﾝﾃｨｰｸ ヴｨｸﾄﾜｰﾙﾋﾟｻ ヴｪﾝﾄｽ    ﾌｨﾆｯｼｭｱｯﾌﾟ  ｲﾘﾏ 巨神兵 ｳｰｺﾞ  ﾊﾟｰﾐｯｼｮﾝ  ｽｶｰﾚｯﾄｶﾗｰ    

ﾗﾗヴｨｴﾙｼﾞｭ ヴｨｸﾄﾜｰﾙﾋﾟｻ ﾂﾙﾏﾙｵﾄﾒ コンサイ ﾌﾞﾘｱﾝﾂｧ    ｼﾞｬﾝﾄﾞｩｰﾔ    ｻﾑｼﾝｸﾞｼﾞｬｽﾄ   ﾗﾃﾞｨｱﾝﾄｼﾁｰ  

ヴｨヴｧﾑｰﾝ ｴｲｼﾝﾌﾗｯｼｭ ヴｨヴｧﾙﾃﾞｨ けいぴぃ     ｾﾚｰｼﾞｬ  ﾂﾊﾞｷﾋﾒ        

ｼｭｰﾆｶ ｴｲｼﾝﾌﾗｯｼｭ ｵｰﾌｧﾒｲ なおちゅう ｸﾞﾚｰｽｴﾝﾌﾞﾚﾑ   ﾅﾑﾗﾄﾗｲ  ﾚｲﾝﾎﾞｰﾋﾞｰﾑ        

ｱﾅｶﾌﾟﾘ ｴｲｼﾝﾌﾗｯｼｭ ｸﾘｽｴｽﾏｰﾁ ふじまる   ｴｸﾞﾓﾝﾄ    ﾏｰﾁｸｲｰﾝ        

 ｴｲｼﾝﾌﾗｯｼｭ ﾏｲﾈｶﾒﾘｱ ふじまる     ﾏﾅｱｸｱｻﾝﾀﾞ  ー ﾏｲﾈﾙｸﾞﾗﾝｻﾑ   ｺｽﾓｸﾞﾗﾄﾅｽ  ｱｯﾂ  

 ｴｲｼﾝﾌﾗｯｼｭ ﾚｰｽﾊﾟｲﾛｯﾄ まっつん   ｶｶﾞﾔｷﾎｺﾚ  ｴﾙﾋﾟｰﾀﾞ    ﾌﾗｲﾄｽﾄﾘｰﾑ  ﾌﾘｰｶﾞｰｱｽ    

 ｴｽﾎﾟﾜｰﾙｼﾁｰ ﾄﾞｩﾙｾﾃﾞﾚｰﾁｪ 巨神兵 ｴﾑｵｰﾍﾞﾘｰ  ﾌｪﾘｼﾀﾞ  ｴｺﾛﾃﾞｨﾊﾞｲﾝ  ｱｵｲｻﾝｺﾞｼｮｳ       

 ｴｽﾎﾟﾜｰﾙｼﾁｰ ﾕｰｱｰﾏｲﾝ いとけん ｵﾚﾝｼﾞﾑｽﾒ    ｷｭﾝ  ｻﾝｼｬｲﾝﾜﾝ    ｳﾝﾒｲﾉﾃﾞｱｲ    

ｸﾘﾉﾕｳｾｲ ｴﾋﾟｶﾘｽ ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸｲｰﾝ  ﾌﾘｯﾋﾟ  ﾄｰﾎｳﾗﾋﾞｱﾝ    ｸﾘﾉﾌﾟﾚﾐｱﾑ    ｼﾞｬﾍﾞﾙｱﾝﾄﾞﾚ  ﾊﾐﾝｸﾞﾊﾟｯｼｮﾝあごしゃくれ

ｲﾝﾋﾞｼﾞﾌﾞﾙｾﾙﾌ ｴﾋﾟﾌｧﾈｲｱ ｱｳｪｲｸ まっつん ﾌﾞﾗｲﾄｻｲﾝ  ｳｪｲｸｱｯﾌﾟ            

ｺﾝﾃﾈﾚｯﾂｱ ｴﾋﾟﾌｧﾈｲｱ ｱﾄﾞﾏｲﾔｾﾌﾟﾀｰ なおちゅう ﾘﾍﾞｲﾗﾊﾟﾚｽ もんた ﾃﾞｼｴﾙﾄ もんた ﾚｶﾞﾄｩｽ たまちゅう ｽｶｲｸﾞﾙｰヴ ドメゾウ ﾗﾃﾞｨｱﾝﾄﾊﾟﾚｽふじまる     

ｼﾞｮﾘｱﾝｼﾞｭ ｴﾋﾟﾌｧﾈｲｱ ｱﾒﾘ ふじまる ﾄﾞｩﾑｰﾗﾝ  ﾌﾞﾛｾﾘｱﾝﾄﾞ  ｶﾞﾝﾀﾞﾙﾌ  ﾌﾟﾗｲﾑﾌｪｲｽﾞ なおちゅう       

ｽﾋﾟﾉｻﾞ ｴﾋﾟﾌｧﾈｲｱ ｱﾙﾃﾘﾃ  ｱｯｼｬｰｶｯﾄ    ﾗﾘｯｸ  ｱﾙﾃﾌｨｰﾁｪ  ｱﾙﾃヴｪﾙﾄ きたチュー     

ｲﾝﾌｧｲﾀｰ ｴﾋﾟﾌｧﾈｲｱ ｲﾝﾍﾘｯﾄﾃﾞｰﾙ ワッツ君               

ﾛｰﾄﾞﾊﾞﾛﾝﾄﾞｰﾙ ｴﾋﾟﾌｧﾈｲｱ ｴﾝｼﾞｪﾘｯｸﾚｲ ふじまる ﾛｰﾄﾞｽﾊﾟｲﾗﾙ  ﾛｰﾄﾞﾘﾗｲｱﾌﾞﾙ ｱﾝﾃｨｰﾌﾞ  ﾛｰﾄﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ  ﾛｰﾄﾞｼｭﾀﾙｸ  ﾛｰﾄﾞﾗﾅｷﾗ    

ｴﾘｶﾘｰｼｬﾝ ｴﾋﾟﾌｧﾈｲｱ ｶﾞﾗｱﾌｪｱｰ  ｱﾝﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ あまの ｼﾞｬｽﾃｨﾝｴｰｽ   ﾎﾞﾝｵﾑﾄｩｯｸ  ｱﾙﾎﾟﾙﾄ      

ﾔﾏﾄﾌｪｲｽ ｴﾋﾟﾌｧﾈｲｱ ｸｨｰﾝｽﾌﾟﾏﾝﾃ    ｷﾝｸﾞﾘｯﾁ  ｽﾌﾟｰﾏﾋﾞｵﾝﾀﾞ  ｴﾙﾊﾞﾙｰﾁｪ  ｱｽﾃｨ  ﾚｰﾇﾙﾈｻﾝｽ きたチュー ﾚｰﾇｼﾞｬﾙﾀﾞﾝ  

 ｴﾋﾟﾌｧﾈｲｱ ｸﾞﾗﾆｰｽﾞﾁｯﾌﾟｽ おが ﾚｶﾞﾘｱ  ｸﾘｹｯﾄ            

ﾌﾞﾗｯｸﾙﾁﾙ ｴﾋﾟﾌｧﾈｲｱ ｻﾄﾉｵﾆｷｽ いとけん ｵﾗﾝｼﾞｰ              

ｵﾙﾄﾊﾟﾗﾃｨｳﾑ ｴﾋﾟﾌｧﾈｲｱ ｻﾞﾚﾏ いとけん ﾌﾙﾒﾀﾙﾎﾞﾃﾞｨ  ー ｴｸﾚｱｻﾄﾘ      ｸﾛｽﾍﾟﾝﾃﾞｭﾗﾑ ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾟﾙｴｯﾄ ﾊﾞﾚｯﾃｨ  

ｱﾙｾﾅｰﾙ ｴﾋﾟﾌｧﾈｲｱ ｻﾝﾌﾞﾙｴﾐｭｰｽﾞ  ﾗヴｪﾙ なおちゅう ﾅﾐｭｰﾙ  ヴｧﾙﾄﾞﾚｽ ドメゾウ ヴｪｽﾀｰヴｧﾙﾄ       

名前が左にある人ほど、その馬に対する優先順位が上になります。但し馬名登録されずに終った馬と、25年以上前の母馬所有者はこの表に反映されていないのでご注意ください。見落としや間違いがあったらお許しを…ヾ(^-^;) 1 / 12ページ
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馬名 父名 母名 母所有 2020年産 31回所有 2019年産 30回所有 2018年産 29回所有 2017年産 28回所有 2016年産 27回所有 2015年産 26回所有 2014年産 25回所有

ｱｽｸｱﾒｰｼﾞﾓｱ ｴﾋﾟﾌｧﾈｲｱ ﾃﾞｱﾘﾝｸﾞｴｯｼﾞ きたチュー   ﾃﾞﾙﾏﾛｰﾚﾗｲ            

 ｴﾋﾟﾌｧﾈｲｱ ﾃﾞｨｵｼﾞｪｰﾇ なおちゅう ﾃﾞｨｵﾌｧﾝﾄｽ ワッツ君 ﾘﾌﾞｰｽﾄ  ﾃﾞｭｰｸｱｯｸｽ          

 ｴﾋﾟﾌｧﾈｲｱ ﾊﾟﾛﾈﾗ あごしゃくれ               

ｼﾞｬﾝﾄﾞﾙ ｴﾋﾟﾌｧﾈｲｱ ﾌｰﾗﾌﾞﾗｲﾄﾞ  ﾊﾝﾌﾞﾙﾌﾞﾗｲﾄﾞ  ﾌﾞﾗｲﾄﾞｴｰﾙ  ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾋﾟｰｸ  ﾌﾞﾗｲﾄﾞｸﾞﾙｰﾑ まっつん       

ﾌﾟﾙﾐｴﾌﾟﾗﾝﾀﾝ ｴﾋﾟﾌｧﾈｲｱ ﾌﾟﾗﾝﾀﾝﾋﾞｼﾞｭｰ おが   ﾄﾞﾚﾝﾁｪﾘｰ    ヴｪﾙｻｸﾙﾑ  ﾌﾟﾗﾝﾀﾝヴｪｰﾙ     

ｺﾝﾌｪﾙﾏ ｴﾋﾟﾌｧﾈｲｱ ﾌﾞﾙｰﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞ  ｸﾚｵﾒﾃﾞｽ  ｿｸﾗﾃｽ たまちゅう ｶﾀﾘｰﾅ  ｱﾘｽﾄﾃﾚｽ  ｲﾝﾃﾞｨｺﾞﾌﾞﾙｰ      

 ｴﾋﾟﾌｧﾈｲｱ ﾍﾞｱﾄﾘｯﾂ いとけん ｱｸﾄｩｰﾙｷﾈﾏ  ﾍﾞﾙﾎﾟｴｼﾞｰ    ｱｸﾛｽﾃｨｯｸ        

 ｴﾋﾟﾌｧﾈｲｱ ﾍﾞﾙﾀﾞﾑ 巨神兵 ﾑﾝﾄﾞｴﾙﾓｿ  ﾍﾞﾙｱｸﾄﾘｽ            

ﾎﾟﾙﾄﾌｪﾘｽ ｴﾋﾟﾌｧﾈｲｱ ﾎﾟﾙﾄﾌｨｰﾉ たまちゅう ﾎﾟﾙﾄﾛｯｿ たまちゅう ﾎﾟﾙﾄｱﾚｸﾞﾚ  ﾎﾟﾙﾄヴｪｯｷｵ たまちゅう   ﾎﾟﾙﾄﾗｰﾉ まっつん     

ﾐﾗｷｭﾗｽﾄﾞﾗﾏ ｴﾋﾟﾌｧﾈｲｱ ﾒﾙヴｪｲﾕﾄﾞｰﾙ  ﾄﾞｩヴｧﾝｽﾏﾝ モッちゃん ヴｧﾝﾄﾞｰﾙ  ｾﾙヴｧﾝ  ｴﾒﾙヴｪｲｴ      ﾏｰヴｪﾙｽﾞ  

ｸﾛﾏｸ ｴﾋﾟﾌｧﾈｲｱ ﾗヴｧｽﾞｱｹﾞｲﾝ あごしゃくれ ﾌｨｯｼｭﾎﾟﾝﾄﾞ      ｻﾝﾀﾞｰﾎﾞﾏｰ        

ﾌｫﾙﾗﾆｰﾆ ｴﾋﾟﾌｧﾈｲｱ ﾘﾅｰﾃ ジェイ               

ｶﾝﾃｨｱｰﾓ ｴﾋﾟﾌｧﾈｲｱ ﾘﾋﾞｱｰﾓ    ﾍﾞヴｨｱｰﾓ たまちゅう   ヴｫﾘｱｰﾓ  ﾊﾟﾙﾃｨｱｰﾓ  ﾏｸﾞﾅﾚｶﾞｰﾛ  ｱﾚﾗｰﾓ  

ﾚｱﾘｾﾞｱﾝﾚｰヴ ｴﾋﾟﾌｧﾈｲｱ ﾚｰヴﾄﾞｩﾗﾒｰﾙ まっつん               

 ｴﾋﾟﾌｧﾈｲｱ ﾚｯﾄﾞｵｰヴｧﾙ ワッツ君 ｵｰヴｧﾙﾌﾞﾙｰﾑ   ﾐﾆﾏﾘｽﾞﾑ ワッツ君 ﾚｯﾄﾞﾃﾞｭﾗﾝ ワッツ君       

ﾙｰｼﾞｭﾘﾘｶﾙ ｴﾋﾟﾌｧﾈｲｱ ﾚｯﾄﾞｾｼﾘｱ あごしゃくれ ﾙｰｼﾞｭｱｽﾞﾗｲﾄ ﾚｯﾄﾞﾘﾍﾞﾘｳｽ  ﾚｯﾄﾞﾙｰﾍﾞﾝｽ  ﾒｲｼｮｳﾎﾟﾙﾎﾟ        

ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾉﾃﾞｵｰﾛ ｵﾙﾌｪｰヴﾙ ﾊｳﾒｱ おが               

ﾗﾝｸﾞﾚｰヴﾝ ｵﾙﾌｪｰヴﾙ ﾌｧﾋﾞﾗｽﾀｲﾑ ワッツ君 ｱﾝｼﾞｭﾙﾐｴｰﾙ ﾏｳｲﾌﾚｲﾊﾞｰ  ﾗﾝﾘｮｳｵｰ  ﾆｼﾉｱｸｼｽ  ﾋﾞｯｸﾞｽｺｰﾙ    ﾃｲｹｲﾗﾌｲﾝ  

 ｵﾙﾌｪｰヴﾙ ﾎﾞｼﾝｼｪ  ﾄﾗﾈｽﾊｰﾌﾟ  ﾎﾞﾙﾀﾞｰｽﾞﾋﾞｰﾁ ﾘﾉﾕﾆヴｧｰｽ  ﾌﾞﾘｼﾞｬｰﾙ アンドウ     ﾒｲﾄｻﾝ  

ﾄｰﾏｽﾃｿｰﾛ ｵﾙﾌｪｰヴﾙ ﾓﾄｶ まっつん ﾊﾟｰﾙﾃｿｰﾛ              

ｶｽﾞｱﾌﾞﾃﾞｨｰﾝ ｵﾙﾌｪｰヴﾙ ﾕｰﾄﾞﾝﾄﾗヴﾐｰ  ﾘｰﾄﾞﾌﾞﾛｰ ジェイ ｱﾝﾀﾞｰﾕｱｽﾍﾟﾙ ﾛﾝｸﾞﾃｰﾙ          

ｳｪｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ ｵﾙﾌｪｰヴﾙ ﾗﾗｱ  ﾎﾞﾃﾞｨｱﾝﾄﾞｿｳﾙ ｺﾙｶﾉﾝ  ﾗｸﾞﾅｷﾘｱ  ｼｬﾑﾛｯｸﾋﾙ コンサイ ｾﾗﾋﾟｱ  ｻﾗｽ  ｸﾞﾚﾝﾏｸﾅｽ  

ｼｭﾌﾞﾛﾝﾚｰヴﾙ ｵﾙﾌｪｰヴﾙ ﾙﾘｴｰヴﾙ ブクロ               

 ｵﾙﾌｪｰヴﾙ ﾛｻﾞﾘﾝﾄﾞ ふじまる ｵｰﾙﾏｲﾃﾞｲｽﾞ けいぴぃ ｱﾙﾄﾞｩｴﾝﾅ ドメゾウ   ｵｰｿﾘﾃｨ けいぴぃ ｱｰﾃﾞﾝﾌｫﾚｽﾄ ふじまる     

ｳｨﾚﾑｽﾀｯﾄ ｶﾘﾌｫﾙﾆｱｸﾛｰﾑｶﾗﾌﾙﾃﾞｲｽﾞ    ｶﾗﾌﾙｷｭｰﾌﾞ  ﾌｧﾝﾀｼﾞｰﾗｲﾂ      ﾍﾌﾞﾝﾘｰﾃﾞｲｽﾞふじまる   

ﾕﾆヴｪｰﾙ ｶﾘﾌｫﾙﾆｱｸﾛｰﾑﾃﾞヴｪﾛｯﾍﾟ    ｷﾝﾄﾘﾋ  ﾙﾘｵｳ コンサイ   ｲﾙヴｪﾝﾄﾃﾞｰｱ   ﾃﾞｨｱﾊﾟﾘｽ  

ﾆｼﾉﾐﾆｮﾝﾇ ｶﾘﾌｫﾙﾆｱｸﾛｰﾑﾆｼﾉﾒﾙﾓ コンサイ ﾆｼﾉﾌｧﾝﾌｪｱ  ﾆｼﾉﾃﾞﾌｨﾚ  ﾆｼﾉｿﾜﾚ  ﾆｼﾉｼﾞｪｲﾋﾟｰ  ﾆｼﾉﾓｴ  ｾｲｳﾝﾐﾂｺ    

 ｶﾘﾌｫﾙﾆｱｸﾛｰﾑﾊﾞﾛﾈｽｻｯﾁｬｰ  ﾏﾃﾝﾛｳｱﾈﾓｽ ｼｭﾎ    ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｭｰｸ    ｸﾞﾗﾝｻﾑ ドメゾウ ｱﾄﾞﾏｲﾔｱﾙﾊﾟﾏ 

ﾌﾞﾘｻﾞｰﾄﾞﾍﾞｱｰ ｶﾘﾌｫﾙﾆｱｸﾛｰﾑﾌｭｰｼﾞｮﾝ  ﾄﾗｲｺｰﾝ  ﾊﾞｲｺｰﾝ  ﾕﾆｺｰﾝ モッちゃん         

ﾈﾊﾞｰﾚｲﾝｽﾞ ｶﾘﾌｫﾙﾆｱｸﾛｰﾑﾌﾞﾙｰﾛｰﾀｽ いとけん ﾌﾙｰヴ  ﾓﾝﾀﾅｻﾌｧｲｱ  ﾎﾞﾀﾆｽﾄ  ｽｺｰﾚ  ﾋﾟｰｽｱﾝﾄﾞｶｰﾑ     

 ｶﾘﾌｫﾙﾆｱｸﾛｰﾑﾚﾃﾞｨﾊﾋﾟﾈｽ    ﾛｰﾄﾞｴﾒﾗﾙﾄﾞ  ﾚｼﾞｭｰﾙｳｰﾙ  ﾛｰﾄﾞﾕﾘｼｽ ドメゾウ ﾅﾁｭﾗﾙｽﾀｲﾙ    ｲﾉｾﾝﾄﾃﾞｲｽﾞ  

ﾗﾌｧｶﾞﾌﾚｲﾊﾞｰ ｶﾚﾝﾌﾞﾗｯｸﾋﾙ ｶﾘｽﾞﾏﾃｨｯｸｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾋﾞｯﾌﾟｸﾛｴ あまの ﾃｰｵｰﾗｲﾗ    ﾋﾞｯﾌﾟﾘﾊﾞﾌﾟｰﾙ ｱﾄﾞﾏｲﾔﾃﾞﾙﾀ  ｴﾊﾞｰｼﾞｬｽﾃｨｽ ｻｳﾝﾄﾞｺﾞｰﾙﾄﾞ  

ｱｯﾌｧｼﾅﾝﾃ ｷｽﾞﾅ ｱﾃﾞｨｸﾃｨﾄﾞ  ｱﾙｱﾘﾝｸﾞ    ヴｪﾙﾅｰ もんた ｻｸｾｯｼｮﾝ もんた ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ  ｱﾘｽﾄﾗｲﾝ きたチュー   

ｼﾝﾄﾞﾘｰﾑｼﾝ ｷｽﾞﾅ ｱﾙﾋﾞｱｰﾉ  ｱﾙﾒﾘｱ れっど   ｱヴｪﾗｰﾚ          

ｸｲｰﾝｽﾞｳｫｰｸ ｷｽﾞﾅ ｳｪｲヴｪﾙｱﾍﾞﾆｭ ー ｿﾊﾟｰｽﾞﾚｰﾝ  ｱｽﾄﾛﾌｨﾗｲﾄ 巨神兵 ｸﾞﾚﾅﾃﾞｨｱｶﾞｰｽザイダー         

ｱﾝﾄﾆｱ ｷｽﾞﾅ ｶﾞｰﾄﾙｰﾄﾞ コンサイ ﾅｳｽﾞｻﾞﾀｲﾑ              

ｲﾝﾏｲﾎﾟｹｯﾄ ｷｽﾞﾅ ｶヴｧｰﾄﾗﾌﾞ  ﾊﾟﾙﾋﾟﾀｰﾚ サイダー ﾌﾟﾙｻﾃｨｰﾗ サイダー           

ｼｰｸﾚｯﾄﾚｰﾝ ｷｽﾞﾅ ｶｳｱｲﾚｰﾝ  ﾏﾗｷﾅｲｱ あごしゃくれ ﾗﾘｭｴﾙ あごしゃくれ ｹﾞヴｨﾅｰ あごしゃくれ ヴｨｸﾄﾘｰﾚｰﾝ あごしゃくれ ﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙﾚｰﾝ ｽﾃｲﾌｰﾘｯｼｭ  ｼﾞｯﾊﾟｰﾚｰﾝ 巨神兵

ｵｰﾙｳｪｽﾞｷｽﾞﾅ ｷｽﾞﾅ ｶﾞﾘﾚｵｵｰﾙｳｪｲｽﾞ ｶﾅｵｰﾙｳｪｲｽ  ゙   ｶﾞﾘﾚｵｲﾝﾊﾟｸﾄブクロ         

ﾙｰｼﾞｭﾙﾘｱﾝ ｷｽﾞﾅ ｶﾙﾃｨｶ  ｼｬﾙﾗﾊﾛｰﾄ  ｱｽｸﾋﾞｸﾀｰﾓｱおが ｾﾌﾞﾝﾌｫｰﾙﾄﾞ まっつん         

ﾎｰｸﾌｨｰﾙﾄﾞ ｷｽﾞﾅ ｶﾝﾋﾞｰﾅ  ﾌｫｽﾃｨｰﾇ  ﾄｰｾﾝﾘｮｳ いとけん ｴｲｶｲﾛｲﾔﾙ  ﾌｧﾙｺﾆｱ おが ﾄｰｾﾝｶﾝﾋﾞｰﾅサイダー ｶｰﾛﾊﾞﾝﾋﾞｰﾅ  ｶﾝｶﾝｶﾞｰﾙ  

ﾗｳﾀﾞﾌﾞﾙ ｷｽﾞﾅ ｸｲｰﾝｶﾄﾘｰﾝ  ﾊｰﾃｨｰｷﾞﾌﾄ  ｻﾄﾉｾﾞﾉﾋﾞｱ いとけん ﾌﾛｰﾚｽｸｲｰﾝ          

ﾛｰﾄﾞﾘﾚｰｼｮﾝ ｷｽﾞﾅ ｸﾞﾗﾅﾀﾞ アンドウ ﾛｰﾄﾞﾊﾟﾚｽ  ﾛｰﾄﾞｶﾃﾄﾞﾗﾙ  ｱﾙﾊﾞﾘｰﾆｮ  ｺﾝｳｨ        

ｾﾙｰｽ ｷｽﾞﾅ ｻﾞｽﾞｰ  ﾀﾞﾙｴｽｻﾗｰﾑ  ｻﾗﾋﾞ きたチュー ｾﾚﾝｹﾞﾃｨ  ｱﾄﾞﾏｲﾔﾊﾟﾝﾄﾞﾗふじまる ﾌﾟﾗｲﾄﾞﾗﾝﾄﾞ ふじまる ｱﾙｰｼｬ ふじまる ｾﾞﾛﾒﾘﾃﾞｨｱﾝ おが

ｽﾜﾙﾅﾊﾟｸｼｬ ｷｽﾞﾅ ｻﾌﾞﾄｩｴﾝﾃｨ まっつん ｴﾘｿﾝ  ｿﾘﾀﾘｵ  ﾐﾙﾃｨｱﾃﾞｽ          

ｺﾞｰｼﾞｮﾆｰｺﾞｰ ｷｽﾞﾅ ｻﾎﾞｰﾙｱﾄﾘｳﾝﾌｫ   ﾚｯﾄﾞﾊﾞﾘｴﾝﾃ コンサイ           

ﾙｰｼﾞｭｱｲﾄｰﾝ ｷｽﾞﾅ ｻﾝﾀﾌｪﾁｰﾌ  ﾌｪｲﾄ サイダー ｽｰﾊﾟｰﾁｰﾌ            

ﾙｰｼﾞｭﾚﾍﾞｯｶ ｷｽﾞﾅ ｼｯｸｽｲｽ  ﾚｯﾄﾞﾏｸﾞﾅｽ なおちゅう   ﾙｰｼﾞｭｴﾄﾜｰﾙ         

ｶﾞﾙｻﾌﾞﾗﾝｶ ｷｽﾞﾅ ｼｬﾄｰﾌﾞﾗﾝｼｭ    ｲｸｲﾉｯｸｽ れっど ヴｧｲｽﾒﾃｵｰﾙ ﾐｽﾋﾞｱﾝｶ        

ﾅｲﾝｽﾄｰﾝｽﾞ ｷｽﾞﾅ ｼﾝﾊﾘｰｽﾞ  ｼﾞｬﾐｰﾚ  ｽﾘｰﾊﾟｰﾀﾞ    ﾗｲﾃｨｱ けいぴぃ   ｼﾝﾊﾗｰｼﾞｬ コンサイ ﾐﾘｯｻ いとけん

ﾌｫﾃｨｰｿﾞ ｷｽﾞﾅ ｽｷｱ  ｿｰﾙｵﾘｴﾝｽ  ｾﾘﾉｰﾌｫｽ  ﾌｫﾃｨﾉｰｽ  ﾊﾅﾃ  ヴｧﾝﾄﾞｷﾞｬﾙﾄﾞけいぴぃ ｱﾙﾍﾞﾙﾃｨｰﾇ    

ｱｲﾙﾄﾞﾘｱﾝ ｷｽﾞﾅ ｽﾀｰｱｲﾙ  ﾏヴｫﾛﾝﾃ    ﾃﾈﾗﾒﾝﾃ  ﾌｪｱﾚｽﾄｱｲﾙ れっど   ｽﾀｰﾘｰｽﾃｰｼﾞまな ﾀｲｾｲｽﾀｰﾘｰ  

ﾎｳｵｳﾌﾟﾛｻﾝｹﾞ ｷｽﾞﾅ ｾﾙｷｽ  ﾍﾙﾑｼｭﾃｯﾄ  ｾﾙｹﾄ  ﾋﾞｭｰﾃｨｰｳｪｲ アンドウ ﾃﾞｨヴｨﾆﾃｨ  ヴｪﾛｯｸｽ  ﾌﾞｼｮｳ  ｻﾄﾉﾎﾙｽ  

ﾌﾞﾙﾎﾞﾝｸｲｰﾝ ｷｽﾞﾅ ｾﾚﾌﾞﾗｰﾙ  ｻﾙヴｧﾄｰﾚ  ｻｲｰﾄﾞ  ﾍﾈﾗﾙｶﾚｰﾗ いとけん ｴﾚヴｧｰﾄ  ｲﾍﾞﾘｽ  ｴヴｧｲｴ ドメゾウ ｱｯﾄｻﾞﾄｯﾌﾟ  

ﾐﾗﾋﾞﾘｽﾏｼﾞｯｸ ｷｽﾞﾅ ｿｰﾏｼﾞｯｸ  ｿｰﾀﾞｽﾞﾘﾝｸﾞ  ﾏｼﾞｶﾙｷｭｰﾄ まっつん ｿｰヴｧﾘｱﾝﾄ  ﾏｼﾞｯｸｷｬｯｽﾙ ﾏｼﾞｯｸﾘｱﾘｽﾞﾑおが ﾒｼﾞｬｰﾏｼﾞｯｸ ふじまる ｿｰｸﾞﾘｯﾀﾘﾝｸﾞ たまちゅう

名前が左にある人ほど、その馬に対する優先順位が上になります。但し馬名登録されずに終った馬と、25年以上前の母馬所有者はこの表に反映されていないのでご注意ください。見落としや間違いがあったらお許しを…ヾ(^-^;) 2 / 12ページ



第32回舞木POG　優先権一覧表 優先権データは、母＝過去24年、兄姉＝過去７年まで遡って調べてあります。それ以前のデータが知りたい方は、管理人に聞いてください。馬名は4/16時点の決定及び予定馬名です。

馬名 父名 母名 母所有 2020年産 31回所有 2019年産 30回所有 2018年産 29回所有 2017年産 28回所有 2016年産 27回所有 2015年産 26回所有 2014年産 25回所有

ｼｭﾊﾞﾙﾂｸｰｹﾞﾙ ｷｽﾞﾅ ｿﾍﾞﾗﾆｱ  ｼｭﾄﾗｰｾ    ｼｭﾗｲｴﾝ  ｼﾞﾚｰﾈ  ｼｭヴｧﾙﾂﾘｰｾブ゙クロ ｾﾞｰｹﾞﾝ  ｻﾞｲｴｰﾃﾞﾙ  

 ｷｽﾞﾅ ﾀﾐｰｻﾞﾄﾙﾋﾟｰﾄﾞ  ﾙﾌﾚｰヴ 巨神兵 ﾀﾞﾉﾝﾌｫｰﾅｲﾝ モッちゃん ｳｫｰﾊﾞﾃﾞｨ          

ｷﾞｶﾞﾙ ｷｽﾞﾅ ﾁｪﾘｰｺﾚｸﾄ  ｻﾄﾉｸﾞﾗﾝﾂ あまの ｴﾘｶｺﾚｸﾄ ワッツ君 ｸﾛﾝﾀｰﾌ ドメゾウ ﾜｰｹｱ  ﾀﾞｲｱﾅﾌﾞﾗｲﾄ  ﾀﾞﾉﾝｸﾞﾚｰｽ    

ｲﾝｻﾞﾓｰﾒﾝﾄ ｷｽﾞﾅ ﾃﾞｨﾙｶﾞ  ﾘﾋﾞｱﾝｸﾞﾗｽ  ﾗｲｾﾞﾙ  ﾄﾞﾘｰﾑｱｹﾞｲﾝ 巨神兵 ﾏﾌﾞﾙｰｸ        

 ｷｽﾞﾅ ﾅﾆｱﾋｱﾋ ふじまる ﾍﾞｽﾄﾎﾟｲﾝﾄ  ｶﾙﾄﾅｰｼﾞｭ            

ﾀﾞﾌﾞﾙﾊｰﾄﾎﾞﾝﾄﾞ ｷｽﾞﾅ ﾊﾟｰｼｽﾃﾝﾄﾘｰ    ｴﾊﾞｰﾌﾚｯｼｭ  ﾌﾞﾚｰヴｼﾞｬｯｶﾙ     ｵﾌﾞｾｯｼｮﾝ けいぴぃ ｽﾃｯﾄﾞﾌｧｽﾄ ジェイ

ﾌｫｽﾀｰﾎﾞﾝﾄﾞ ｷｽﾞﾅ ﾊﾟｰﾙｼｬﾄﾞｳ  ｼｬﾄﾞｳﾚﾃﾞｨｰ  ﾛｰﾄﾞｵﾌﾞｼｬﾄﾞｳ ｼｬﾄﾞｳｴﾘｽ  ﾗｲﾄﾏｲﾌｧｲｱ  ｼｬﾄﾞｳｱﾛﾝｸﾞ  ｻﾄﾉｼﾘｳｽ ジェイ ｼｬﾄﾞｳﾏﾘｱ  

ｷﾗﾅ ｷｽﾞﾅ ﾊﾞｲｺｰｽﾀﾙ  ﾚﾐｰｼﾞｭ あごしゃくれ   ﾌﾟﾚﾘｭｰﾄﾞ あごしゃくれ ｼｬﾝﾄﾞﾌﾙｰﾙ    ﾗﾍﾟｰﾙﾉｱｰﾙ    

ｳｴｽﾄﾅｳ ｷｽﾞﾅ ﾌｧヴｫｰﾗ あまの ﾘヴｧｰﾚ  ヴｧﾝｶﾞｰﾄﾞ            

 ｷｽﾞﾅ ﾌｨｵﾄﾞﾗ  ﾌｪｽﾃｽﾊﾞﾝﾄ  ｳｪｽﾄﾌｧﾘｱ まっつん ｱﾚﾝｼｭﾀｲﾝ まっつん ﾘﾒﾝﾊﾞｰﾒﾓﾘｰ けいぴぃ       

ﾏﾙｻﾙｯｶ ｷｽﾞﾅ ﾌｫﾙﾄ  ﾒｽﾞﾏﾗｲｼﾞﾝｸﾞ れっど             

ｸｲｰﾝｽﾞｸﾗｳﾝ ｷｽﾞﾅ ﾌﾞﾗｯｸｴﾝﾌﾞﾚﾑ    ﾌﾞﾗｯｸﾉﾜｰﾙ    ｱﾄﾘﾋﾞｭｰﾄ 巨神兵 ｳｨｸﾄｰﾘｱ  ﾏﾙｰﾝｴﾝﾌﾞﾚﾑけいぴぃ ｵｰﾛﾗｴﾝﾌﾞﾚﾑまっつん

 ｷｽﾞﾅ ﾌﾘｰﾃｨﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾄ ｼｭﾊﾞﾙﾂｶﾞｲｽﾄれっど ﾌｨｵﾘｰｶｽﾞﾏ  ﾊﾞﾝﾃｰｼﾞﾎﾟｲﾝﾄ ﾒﾒﾝﾄﾓﾘ  ﾐｯｷｰｽﾋﾟﾘｯﾄ ブクロ ﾏｲﾃｨｽﾋﾟﾘｯﾄ ドメゾウ ｾﾞﾆｽﾃﾚｽｺｰﾌ ゚

 ｷｽﾞﾅ ﾍｱｷﾃｨｰ  ﾊｲﾗﾝﾄﾞﾘﾝｸｽ    ﾍｱｹｲﾘｰ ジェイ ｱﾐｰｸｽ  ｻﾄﾉｱｸｼｽ ジェイ     

ｼｰﾆｯｸﾋﾞｭｰ ｷｽﾞﾅ ﾍﾞｽﾄﾛｹｰｼｮﾝ  ﾘﾗｯｸｽ  ｸﾞﾗﾝﾄﾞｴﾙｸﾞ    ｴｲﾄｻｳｻﾞﾝﾀﾞ ジーェイ ﾗﾝﾄﾞｽｹｰﾌﾟ  ｸﾞﾚﾝﾌｨﾅﾝ  ﾍﾞｽﾄｱｸﾀｰ ジェイ

ｻﾄﾉﾘｱﾝ ｷｽﾞﾅ ﾎｴｰﾙｷｬﾌﾟﾁｬ  ｱｵｲﾃﾝ  ﾍﾌﾞﾝｽﾞﾄﾞｱ  ﾄｰｾﾝﾏｯｼﾓ  ﾌﾟﾚｲｽﾞﾈｲﾁｬ  ｱﾙﾏﾏ もんた     

 ｷｽﾞﾅ ﾏｰｺﾞｯﾄﾃﾞｨﾄﾞ    ｲﾝｻﾞｰｷﾞ  ﾋﾟｴﾄﾗｻﾝﾀ サイダー         

 ｷｽﾞﾅ ﾏﾀﾞﾑｸﾚｱｼｵﾝ あごしゃくれ   ヴｨﾙﾝｶﾞ            

 ｷｽﾞﾅ ﾏﾘﾌﾞｳｨﾝ    ｳﾝ アンドウ   ｼｬｰﾚ  ｾｲｸﾘｯﾄﾞｻﾝ  ｽｸｰﾌﾟ  ｴﾝﾊﾟｲｱﾛｳ  

ﾚｻﾞﾝｸﾚｰﾙ ｷｽﾞﾅ ﾏﾝﾋﾞｱ  ｽｲﾐｰﾕﾆﾊﾞﾝｽ ﾐｯｷｰﾊｰﾓﾆｰ  ｸﾞｱﾄﾞﾙｰﾌﾟ  ｻﾝﾃﾛｰｽﾞ  ﾀﾞﾉﾝｼﾞｬｽﾃｨｽおが     

ﾛﾃﾞｨﾆｱ ｷｽﾞﾅ ﾐｽﾍﾟﾝﾊﾞﾘｰ    ｱｼﾀｶ もんた   ﾊﾟﾝｻﾗｯｻ    ﾃﾞｨｱﾛｰｸﾞ  ﾃﾞｨﾒﾝｼｵﾝ  

ﾐﾚﾌｫｽ ｷｽﾞﾅ ﾐﾘｵﾝﾄﾞﾘｰﾑｽﾞ おが               

ｽﾃｨﾝｶﾞｰｸﾞﾗｽ ｷｽﾞﾅ ﾗｲﾌﾌｫｰｾｰﾙ  ﾚｰﾍﾞﾝｽﾍﾞﾙｰﾌ ｾﾚﾌﾞﾚｲﾄｶﾞｲｽぶじまる ﾊﾟﾀｺﾞﾆｱ けいぴぃ ｱﾄﾞﾏｲﾔﾍﾞﾈﾗ ワッツ君 ﾀﾞﾉﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰなおちゅう ﾛｸｾﾗｰﾅ  ﾋﾞｰﾄﾌｫｰｾｰﾙ 

ｽﾏｰﾄｽﾋﾟｱ ｷｽﾞﾅ ﾚｼﾞｪﾄｳｼｮｳ    ﾙｸｽｸﾘｽﾃｨｰ  ｽﾏｰﾄﾙｼｰﾀﾞ れっど ｽﾏｰﾄｸﾗｰｼﾞｭ  ｽﾏｰﾄﾚｼﾞｰﾅ      

ｼﾞｰｸﾙｰﾈ ｷｽﾞﾅ ﾛｽヴｧｲｾ  ｽｷﾙヴｨﾝｸﾞ おが ヴｧｰﾝﾌﾘｰﾄ  ﾛｲﾊﾞﾙﾄ          

ｷｰﾊﾟﾌｫｰﾏｰ ｷﾀｻﾝﾌﾞﾗｯｸ ｱﾝｺｰﾙﾋﾟｰｽ あまの   ｻﾄﾉｽﾄﾛﾝｸﾞ  ﾋﾟｰｽﾏｯﾁﾝｸﾞ    ｼｬﾄﾞｳｾｯｼｮﾝ      

ﾙｰｼﾞｭｻﾘﾅｽ ｷﾀｻﾝﾌﾞﾗｯｸ ｻﾌｧﾘﾐｽ  ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ  ｼﾞｭｴﾙﾗﾋﾞｼｱ  ﾐｽﾀｰｻﾌｧﾘ  ﾐｯｷｰﾛｰｽﾞ 巨神兵 ｶﾞﾗﾁｺ      

ﾆｴｷﾔ ｷﾀｻﾝﾌﾞﾗｯｸ ｻﾐﾀｰ    ﾃﾞｨｴﾙﾒｽ  ﾐｴﾘ  ｱｸﾆﾃﾞｨ  ﾀﾞﾉﾝﾁｪｲｻｰ ブクロ     

 ｷﾀｻﾝﾌﾞﾗｯｸ ﾏﾝﾄﾞｩﾗ  ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼﾞｮﾗｽ  ﾏﾝﾄﾞﾛｰﾈ  ﾌﾞﾗｳｼｭヴｧﾙﾂコンサイ ｴﾀｰﾅﾙﾊﾞﾃﾞｨ  ﾌﾞｰｻﾞｰ    ﾏﾝﾃﾞｨ  

 ｷﾀｻﾝﾌﾞﾗｯｸ ﾚｯﾄﾞﾏﾆｯｼｭ けいぴぃ ﾏﾗﾝｼﾞｭ  ｽﾛｰﾃｷｰﾗ  ﾚｯﾄﾞｱｳﾚｱ          

 ｷﾝｼｬｻﾉｷｾｷ ｱｼｭﾚｲﾘﾊﾞｰ  ｻｸﾗｱｻﾞﾚｱ  ﾋﾞｰﾋﾞｰﾋﾟｰｶﾌﾞ ー ヴｨﾚｰﾇ  ｱﾙﾏﾌｫﾙﾄ  ｽﾏｲﾙ  ﾍｯﾄﾞｽﾄﾘｰﾑ けいぴぃ   

ｽﾞﾊﾞｯﾄﾏｻﾑﾈ ｷﾝｼｬｻﾉｷｾｷ ﾋﾞﾊﾞﾘｰﾋﾙｽﾞ  ｷﾄﾘ  ﾋﾄﾞｩﾝﾋﾙｽﾞ  ﾃﾞｲﾄﾝｳｪｲ ドメゾウ         

 ｹｲﾑﾎｰﾑ ﾌﾟﾘﾝｾｽｺﾞｰﾙﾄﾞ コンサイ   ﾌﾟﾗﾃｨﾅﾏﾘｱ  ﾍﾞﾙｳｯﾄﾞｱﾘｲ  ｼﾞｭｴﾙﾀﾜｰ  ｵｰﾄﾙﾌｨｰﾕ      

ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞｬﾝﾊﾟｰ ｺﾞｰﾙﾄﾞｱｸﾀｰ ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ れっど   ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｼﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌﾞﾘｰｽﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞﾘｱﾘﾃｨ ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｲｽﾊﾟ  ー ｺﾞｰﾙﾄﾞｴﾝﾄﾘｰ ｺﾞｰﾙﾄﾞｱﾋﾟｰﾙ  

 ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｯﾌﾟ ｲﾘﾃﾞｯｾﾝｽ きたチュー ﾅﾝｾｲｽｺﾋﾟｵﾝ   ﾔﾏﾀｹﾒｼﾞｬｰ          

ｱﾄﾞﾐﾗﾙｼｯﾌﾟ ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｯﾌﾟ ヴｨｰヴｧﾌﾞｰｹ  ﾃﾞｨｱﾏﾝﾃﾌﾞﾙ いーとけん ﾗｲﾗｯｸ  ｺﾆｬｯｸ  ﾌﾞﾗｯｸﾎｰﾙ    ﾐﾗｸﾙﾌﾞﾗｯﾄﾞ    

ｸﾞﾗﾝﾅヴｨｰﾙ ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｯﾌﾟ ｳｯﾄﾞｼｯﾌﾟ  ﾀｶｻﾝﾌｪｲｽ  ｳｲﾝﾒｲﾌﾗﾜｰ アンドウ ﾒｶﾞｺﾞｰﾙﾄﾞ  ﾂｲﾝｼｯﾌﾟ        

ﾏｲﾈﾙｶﾞﾝﾅｰ ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｯﾌﾟ ｸｰﾄﾞヴｧﾝ コンサイ ﾚｱﾘｰｽﾞﾚｰヴ  ヴｧﾝﾃﾞｽﾄ            

ﾃｲｷｯﾄｲｰｼﾞｰ ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｯﾌﾟ ｺｽﾓﾏｲﾙｰﾙ  ｳｲﾝﾙｰﾃｨﾝ アンドウ ｳｲﾝﾏｲﾙｰﾄ  ｳｲﾝﾏｲｿｳﾙ          

ｺｽﾓｶﾉｱ ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｯﾌﾟ ｽｳｨｰﾄﾚｲﾗﾆ 巨神兵   ｺｽﾓﾏﾅ  ﾏｶﾗﾌﾟｱ  ｺｽﾓｵﾘ        

ｴﾝﾊﾞｰｸ ｺﾞｰﾙﾄﾞｼｯﾌﾟ ﾏｲｼﾞｪﾝ  ｻﾋﾞﾄﾞｩﾘｱ  ﾌﾟﾙﾊﾟﾚｲ  ﾗｲﾗﾃｿｰﾛ  ｻﾄﾉｺﾞｰﾙﾄﾞ コンサイ ﾈﾙｿﾝﾀｯﾁ  ｾﾙｹﾞｲ  ｻｰﾜｼﾝﾄﾝ  

 ｺﾊﾟﾉﾘｯｷｰ ｻｸｾｽｳｲｯﾁ コンサイ   ﾁｬﾒﾄﾞﾚｱ  ｽﾏｲﾙヴｨヴｧﾝ ﾄﾗｽﾄﾀﾞｰｺ    ｺｳｴｲﾗｯﾄﾞ    

ﾎﾞｰｽﾞﾏﾝ ｺﾊﾟﾉﾘｯｷｰ ｼﾞｬｽﾞﾌﾟﾘﾝｾｽ  ｻﾌｧｲｱﾘﾝｸﾞ  ｸﾘﾉｱｰｻｰ    ｽﾍﾟｰｽｼｯﾌﾟ コンサイ   ｶﾞﾙｿﾝ  ｿｰﾄｱﾌﾀｰ  

ｺﾊﾟﾉﾊﾞﾘｰ ｺﾊﾟﾉﾘｯｷｰ ﾚｽﾀﾝﾉｰﾙ れっど   ｺｽﾓﾌﾛｲﾃﾞ  ｶﾘｰﾅﾁｬﾑ    ｼﾞｮｰﾉﾍﾞﾘｽﾀ  ｽｰﾊﾟｰﾉｰﾏﾙ  ｼｪｯﾄﾞﾗｽﾀｰ  

 ｻﾄﾉｱﾗｼﾞﾝ ｱﾅｽﾀｼｱﾌﾞﾙｰ あまの   ﾌﾞﾙｰﾛﾜｲﾔﾙ  ﾕﾘｼｽﾌﾞﾙｰ  ｶｰﾌﾗｲﾀｰｸ  ﾗｽﾞﾗｲﾄﾉヴｧ      

ﾏｰﾒｲﾄﾞ ｻﾄﾉｱﾗｼﾞﾝ ｸﾘｱﾝｻｽ たまちゅう ｾﾝﾄﾗﾝｻｽ  ﾗﾊﾟﾙﾏ  ﾊﾟﾛｯﾄﾋﾞｰｸ  ｸﾚｲｽ コンサイ ｸﾛﾗﾝｻｽ    ｸﾚｵｽ  

ﾔﾝｸﾞｽｶｰﾚｯﾄ ｻﾄﾉｱﾗｼﾞﾝ ｽｶｰﾚｯﾄ          ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ もんた   ｱﾄﾞﾐﾗﾌﾞﾙ あまの

 ｻﾄﾉｸﾗｳﾝ ｱｰｷﾀｲﾌﾟ アンドウ   ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾖｼﾉ            

 ｻﾄﾉｸﾗｳﾝ ｱﾄﾞﾏｲﾔｵｳｶ あごしゃくれ ｴｰﾃｨｰﾀｷｵﾝ  ﾛｰｻﾞﾛｰﾄﾞ  ﾌﾙﾌｨﾙ  ｱﾄﾞﾏｲﾔｴﾘｰｽ ゙ ｱﾄﾞﾏｲﾔｺﾒｯﾄ  ｱﾄﾞﾏｲﾔｾﾚﾌﾞ    

 ｻﾄﾉｸﾗｳﾝ ｱﾙﾏﾐｰｱ まっつん   ﾚヴｰﾙ  ｲﾝｻｲﾄﾞﾕｰ  ｱｰﾃﾞﾝﾄﾗﾌﾞ        

 ｻﾄﾉｸﾗｳﾝ ｹｲﾃｨｰｽﾞﾊｰﾄ  ﾍﾟﾘﾌｧｰﾆｱ ワッツ君 ヴｧﾝｶﾞｰｽﾞﾊｰﾄたまちゅう ｴﾌﾌｫｰﾘｱ    ﾘｵﾊ      

ﾌﾟﾗﾃｨｱ ｻﾄﾉｸﾗｳﾝ ｺｽﾓﾌﾟﾗﾁﾅ コンサイ ｳｲﾝｴｰﾃﾞﾙ    ﾀﾞｽﾞﾘﾝﾋﾞｼﾞｭｰ ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑﾘﾎﾞﾝ ｳｲﾝｼｭﾀｰﾙ  ｳｲﾝﾗﾅｷﾗ  ｳｲﾝﾌﾞﾘｱﾝ  

ｻﾄﾉｴﾝﾊﾟｲｱ ｻﾄﾉｸﾗｳﾝ ｻﾄﾉｱｸｼｽ ジェイ               

ｻﾄﾉｵｰﾌﾞ ｻﾄﾉｸﾗｳﾝ ｻﾄﾉｴｶﾃﾘｰﾅ おが ｻﾄﾉｷｬｻﾘﾝ    ｻﾄﾉﾗﾑｾｽ  ｻﾄﾉﾌｧﾋﾞｭﾗｽ  ｻﾄﾉｴﾚｰﾅ      

ｻﾄﾉﾙﾁﾙ ｻﾄﾉｸﾗｳﾝ ｻﾄﾉﾙｰﾘｰ いとけん ｻﾄﾉﾗﾋﾟｽ              

名前が左にある人ほど、その馬に対する優先順位が上になります。但し馬名登録されずに終った馬と、25年以上前の母馬所有者はこの表に反映されていないのでご注意ください。見落としや間違いがあったらお許しを…ヾ(^-^;) 3 / 12ページ



第32回舞木POG　優先権一覧表 優先権データは、母＝過去24年、兄姉＝過去７年まで遡って調べてあります。それ以前のデータが知りたい方は、管理人に聞いてください。馬名は4/16時点の決定及び予定馬名です。

馬名 父名 母名 母所有 2020年産 31回所有 2019年産 30回所有 2018年産 29回所有 2017年産 28回所有 2016年産 27回所有 2015年産 26回所有 2014年産 25回所有

ｼﾝﾌﾟﾛﾚﾀﾘｱﾄ ｻﾄﾉｸﾗｳﾝ ﾌﾟﾛﾚﾀﾘｱﾄ  ﾘｯｸｽﾀｰ  ｵﾙﾀﾅﾃｨﾌﾞｽ ふじまる           

ﾒﾃｵｸｲﾝ ｻﾄﾉｸﾗｳﾝ ﾒﾃｵｰﾘｶ  ﾒﾃｵﾘｰﾄ ドメゾウ   ｼｬｲﾝﾕﾆﾊﾞﾝｽ ﾐｯｷｰﾒﾃｵ  ﾚｯﾄﾞｴｽﾃｰﾗ ワッツ君     

 ｻﾄﾉｸﾗｳﾝ ﾙヴｫﾜｰﾙ おが               

ｻﾄﾉｷﾞﾌﾃｯﾄﾞ ｻﾄﾉﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ｳｨｷｯﾄﾞﾘｰﾊﾟｰﾌｪｸﾄ ｶﾌｼﾞｸﾛｽﾄﾘ  ﾌｫｰｸﾞｯﾄﾞ まっつん ｱﾝﾄﾞﾙﾃﾞｨｰｽ      ｳｨｷｯﾄﾞｱｲｽﾞ もんた ﾊﾞｯｸﾄﾞｱﾙｰﾄ いとけん

 ｻﾄﾉﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ｵｰｻﾑﾌｪｻﾞｰ  ﾌｪｻﾞｰﾓﾁｰﾌ  ﾊﾜｲｱﾝﾌｪｻﾞｰ ｼﾞｪﾑﾌｪｻﾞｰ もんた ﾗﾌﾞｱﾝﾊﾞｻﾀﾞｰジェイ ｵｰｻﾑｳｲﾝﾄﾞ まっつん ｽｰﾊﾟｰﾌｪｻﾞｰ まっつん ｷﾞｴﾑ  

ﾎﾟｳﾅﾑ ｻﾄﾉﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ｶｽﾀﾃﾞｨｰヴｧ  ｱｵﾗｷ コンサイ             

ｵｰﾙﾅｯﾄ ｻﾄﾉﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ｷｭｰﾃｨｺﾞｰﾙﾄﾞ コンサイ ｱｲﾘｰﾝ  ﾛｰﾏﾝﾈｲﾁｬｰ    ｾﾝﾄｵﾌﾞｺﾞｰﾙﾄモ゙ッちゃん ﾎﾞﾆｰｺﾞｰﾙﾄﾞ  ﾌﾞﾙヴｪﾙｿﾝ  ﾌﾞﾙﾋﾞﾈﾗ  

ｻﾄﾉｸﾛｼｪｯﾄ ｻﾄﾉﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ｻﾄﾉｼｭﾃﾙﾝ  ｻﾄﾉﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄ  ｻﾄﾉｱヴｧﾛﾝ モッちゃん           

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾚｲﾝ ｻﾄﾉﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ｼｰｳｨﾙﾚｲﾝ  ﾀﾞﾉﾝﾄﾙﾈｰﾄﾞ たまちゅう             

ﾍﾞｾﾞﾙﾌｧｾｯﾄ ｻﾄﾉﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾃﾞｨｰﾊ ゙   ﾌﾀｲﾃﾝ  ﾃﾞｨｱﾏﾝﾃｰﾙ  ｶﾞﾆｱﾝ おが ｼｬﾄﾞｳﾃﾞｨｰヴｧ ﾈｲﾋﾞｰｱｯｼｭ  ﾊｳﾒｱ おが

ﾃﾞｨｱﾓﾝｸｰﾙ ｻﾄﾉﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾊｰﾄｼｪｲﾌﾟﾄ      ﾏｸﾞﾅﾑﾊｰﾄ  ﾌｨｱﾚｽﾊｰﾄ きたチュー   ﾍﾟｲﾌｫﾜｰﾄﾞ    

ﾋﾟｰｽﾋﾛﾌｪｲｽ ｻﾄﾉﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾍﾟﾙヴｨｱﾝﾘﾘｰ    ｼﾞｰｼｮｳｸﾞﾝ  ﾀﾞﾉﾝｼﾞｪﾈﾗﾙ なおちゅう   ﾏｲﾃﾞｨｱﾗｲﾌ  ﾄｰｾﾝヴｨｶﾞｰ なおちゅう   

ﾛｰｾﾞﾝﾓﾝﾀｰｸ ｻﾄﾉﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾏﾙﾃｨﾝｽﾀｰｸ ブクロ ｻヴｧﾘｱ  ｱﾙﾄｼｭﾀｯﾄ モッちゃん ヴｪｯｸﾏﾝ  ﾘｸﾞｰｼﾞｪ  ｴﾝｸﾞﾚｰﾊﾞｰ おが ｼｮｰﾝｶﾞｳｱｰ  ﾏﾙﾑｰﾃｨｴ おが

 ｻﾄﾉﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾘｯﾌﾟｽﾎﾟｲｽﾞﾝ    ｷﾀｻﾝｼｭｶﾞｰ  ｻﾙﾋﾞｱ  ｽｲｰﾄﾎﾟｲｽﾞﾝ  ｱﾝﾌﾞﾛｰｸﾝ  ﾀｲｾｲﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞ  ﾈｰﾑﾕｱﾎﾟｲｽﾞﾝワッツ君

ﾄﾞﾅﾄﾞﾅ ｻﾝﾀﾞｰｽﾉｰ ﾄﾞﾅﾊﾟﾌｭｰﾑ    ﾌｰﾗｲﾗ  ﾌｭｰﾁｬｰﾎﾟｯﾌﾟ ｹﾞｰﾑｱﾙｱﾙ アンドウ   ﾗﾌﾞｻﾞﾜｰﾙﾄﾞ    

ｻﾝﾀﾞｰﾊﾞﾛｰｽﾞ ｻﾝﾀﾞｰｽﾉｰ ﾋﾞｼﾞｬﾘｶ  ﾂｰｳｨﾝｸﾞ    ｱｲｻｲﾃｰﾗｰ  ﾀﾞｲｼﾝﾏﾙｽ  ｴﾍﾞﾚｽﾄﾃｿｰﾛ ｽﾜｰヴﾎﾟﾙﾄｽブクロ ｷｮｳｴｲﾚｶﾞｼｰ 

ﾌﾟﾘﾝｾｽﾊﾟﾘｰ ｻﾝﾀﾞｰｽﾉｰ ﾌﾟﾘﾝｾｽﾄﾞﾙﾁｪ ワッツ君   ｹｲﾃｨｰｽﾞｼﾞｮｳ     ｻﾝﾚｲﾌﾞﾗﾝｺ  ｽﾄｰﾑﾌﾗｯｼｭ  ｱﾄﾞﾏｲﾔｼﾅｲ  

ｳｲﾝｱﾘｽ ｻﾝﾀﾞｰｽﾉｰ ﾏﾘｱヴｪﾛﾆｶ ワッツ君 ｳｲﾝｴﾙﾌﾘｰﾃﾞ   ｳｲﾝｼｬｰﾛｯﾄ  ｳｲﾝｱｽﾃﾛｲﾄﾞ  ｼﾞｭﾝｻﾝﾑ    ﾊｰﾄｸﾚｽﾄ  

 ｻﾝﾀﾞｰｽﾉｰ ﾜﾝｻｲﾄﾞｹﾞｰﾑ いとけん ﾌﾛｽﾄｸｴｲｸ  ｵﾌﾟﾃｨﾐｽﾄｩ  ｹﾞｰﾑｱﾌﾟﾚｯﾄ  ﾎﾞｰﾘヴｧｰｼﾞｭ ﾌﾗﾃﾙﾆﾃ  ｱﾘｭｰﾙﾍﾞﾙﾝ  ｼｹﾞﾙｸｰｶﾞｰ  

ｻｳﾝﾄﾞﾙｰｸｽ ｼﾆｽﾀｰﾐﾆｽﾀｰ ｽｶｲﾄﾗﾍﾞﾗｰ  ﾀﾞｽﾞﾘﾝｸﾞｽｶｲ  ﾐｽﾒｲｼﾞｮｳ  ﾀｲｾｲｱﾝｼｪﾙ  ｽｶｲﾃｨｱﾗ ドメゾウ     ｳｨｽﾞｻﾞｳｲﾝﾄﾞ  

ﾃｰｵｰﾊｲｴｸ ｼﾞｬｽﾀｳｪｲ ｱｲﾗﾝﾄﾞﾌｧｯｼｮﾝ    ｸｲﾝ  ﾐﾆｰｱｲﾙ  ｼﾈﾏﾄｸﾞﾗﾌ  ｱﾗｺﾞﾈｰｾﾞ  ｻﾄﾉｿﾙﾀｽ なおちゅう   

ﾁｬﾝｽﾒｰｶｰ ｼﾞｬｽﾀｳｪｲ ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾁｬﾝｽ  ﾏｻﾉｺﾞｰﾙﾄﾞ  ﾐﾅﾓﾄﾌｪｲｽ    ﾜｲﾙﾄﾞﾁｬｲﾙﾄﾞ ｱｰｽﾘｰﾁｬﾝｽ  ﾀﾌﾁｮｲｽ あごしゃくれ ﾜｲﾙﾄﾞｶｰﾄﾞ  

ｱｰﾏﾙｺﾗｲﾄ ｼﾞｬｽﾀｳｪｲ ﾑｰﾝｸﾞﾛｳ  ｽｶｰｽﾞ モッちゃん ｿﾘｯﾄﾞｸﾞﾛｳ  ﾓﾝﾄﾗｲｾﾞ モッちゃん ﾊﾙﾌﾟﾓﾝﾄ        

ﾜｰｷﾝｸﾞｱｾｯﾄ ｼﾞｬｽﾀｳｪｲ ﾜｰｷﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾄﾞ  ﾋﾞﾖﾝﾄﾞｻﾞﾄﾞﾘｰﾑもんた ﾜｰｷﾝｸﾞｽﾀｲﾙ           

ﾋﾞｼﾞｮｲﾁｺﾞｳ ｼｬﾝﾊｲﾎﾞﾋﾞｰ ﾊﾘｳｯﾄﾞｾﾚﾌﾞ いとけん ﾏﾁｳﾏｲｳﾏﾅﾘ    ﾏｽｶﾚｰﾄﾞ  ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ  ｹﾝﾃﾞｭｰｸ      

ｻﾝﾛﾚﾝﾂｫ ｼｬﾝﾊｲﾎﾞﾋﾞｰ ﾕｰｽﾃｨﾃｨｱ  ﾘﾁｬ  ｱﾃｨﾄﾗﾝ  ｸﾞﾘﾝﾌﾞﾙｽﾃｨ  ｳｪﾘﾅ モッちゃん ﾍﾚﾅ  ﾗﾃｨｰﾉﾋｰﾄ    

ｸﾞﾗﾝﾃﾚｰｽﾞ ｼｭヴｧﾙｸﾞﾗﾝ ｱﾄﾞﾏｲﾔﾃﾚｻ  ｼﾞｭﾝﾂﾊﾞﾒｶﾞｴｼ ｾﾝﾄｶﾒﾘｱ    ﾐﾚﾆｱﾑｸﾛｽ きたチュー ｱﾄﾞﾏｲﾔｼﾞｬｽﾀきたチュー ﾎﾟｰﾄﾌｨﾘｯﾌﾟ  ｸﾛｽｱﾐｭﾚｯﾄ  

ｻｰﾌﾞｻﾞﾐｯｼｮﾝ ｼｭヴｧﾙｸﾞﾗﾝ ｳｨｽﾞｱﾐｯｼｮﾝ  ﾏﾃﾝﾛｳﾌﾟﾗｳﾄﾞなおちゅう             

 ｼｭヴｧﾙｸﾞﾗﾝ ｴﾙﾋﾞｯｼｭ ワッツ君 ﾄｰﾙｷﾝ              

ｲｸﾘｰﾙ ｼｭヴｧﾙｸﾞﾗﾝ ｴﾝﾌﾟﾚｽﾃｨｱﾗ たまちゅう   ｼﾞｭﾝﾌﾞﾛｯｻﾑ    ﾄﾗｲﾌｫｰﾘｱﾙ  ﾄｰｾﾝﾄﾞﾛｯﾌﾟ  ﾚｯﾄﾞﾚｸﾞﾅﾝﾄ  ﾀｵﾔﾒ  

ﾀｲｾｲｼﾝｶﾞｰ ｼｭヴｧﾙｸﾞﾗﾝ ｿﾝｸﾞﾗｲﾃｨﾝｸﾞ  ﾘﾘｯｸｽ  ﾌﾞﾗｯｸﾎﾞｲｽ 巨神兵           

 ｼｭヴｧﾙｸﾞﾗﾝ ﾄｩｰﾋﾟｰ  ﾄﾗｽﾄｴﾑｼｰ    ﾄｩｰﾙｱﾝﾚｰﾙ けいぴぃ ﾄﾞｩｰﾍﾞ  ﾚｯﾄﾞｱｸﾄﾚｽ  ﾏｲﾊｰﾄﾋﾞｰﾄ  ｻﾄﾉｸﾛﾆｸﾙ きたチュー

ﾒﾘｵｰﾚﾑ ｼｭヴｧﾙｸﾞﾗﾝ ﾒﾘｵｰﾗ  ﾒﾘｵﾙヴｨｰﾀ あまの ﾒﾘﾄｸﾗｼｰ            

ｾｳﾀ ｼﾙﾊﾞｰｽﾃｰﾄ ｱﾋﾞﾗ    ﾗｽﾏﾄﾞﾚｽ  ｻﾝヴｨｾﾝﾃ  ﾊﾟﾝｹﾞｱ  ｶﾃﾄﾞﾗﾙ ドメゾウ   ｻﾝﾀﾃﾚｻ  

ｳｲﾝﾃﾞｨｵｰﾈ ｼﾙﾊﾞｰｽﾃｰﾄ ｳｲﾝｱﾙﾃﾐｽ  ｳｲﾝﾚｲｱｰ あまの   ｳｲﾝｱｸﾞﾗｲｱ          

 ｼﾙﾊﾞｰｽﾃｰﾄ ｷｬｻﾘﾝｵﾌﾞｱﾗｺﾞﾝ     ｿﾚﾝﾆｰﾀ  ﾛｰﾄﾞｱﾙﾋﾞｵﾝ  ﾛｰﾄﾞｱﾄﾞﾐﾗﾙ  ﾛｰﾄﾞﾏﾄﾞﾘｰﾄﾞ あまの ﾒｲｽﾞｵﾌﾞｵﾅｰ あまの

ｱｰｼﾞｪﾝﾄ ｼﾙﾊﾞｰｽﾃｰﾄ ﾋﾟｰｽｴﾝﾌﾞﾚﾑ たまちゅう ﾌﾞﾙｰﾍﾟｸﾄﾗｲﾄアンドウ   ｴﾀｰﾅﾙﾋﾟｰｽ    ﾉｰﾌﾞﾙｴﾝﾌﾞﾚﾑ     

ﾏｲﾈﾙｷﾞﾙﾊﾞｰﾄ ｽｸﾘｰﾝﾋｰﾛｰ ﾏｲﾈｿﾙｼｴｰﾙ きたチュー ｳｨｯﾁﾊｯﾄ  ﾏｲﾈﾙﾒｻｲｱ  ﾏｲﾈﾙｼｪﾙﾑ  ﾄｩｰﾙﾄﾞﾏｼﾞ  ｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝ      

ﾏｲﾈﾙﾚｸﾞﾙｽ ｽｸﾘｰﾝﾋｰﾛｰ ﾏｲﾈﾃﾚｼﾞｱ たまちゅう ﾏｲﾈﾙｴﾝﾍﾟﾗｰアンドウ ﾏｲﾈﾙﾄﾙﾌｧﾝ  ﾕｰﾊﾞｰﾚｰﾍﾞﾝ  ﾊﾞﾄｰﾌﾞﾗﾝ    ﾏｲﾈﾙﾌｧﾝﾛﾝ  ﾌﾟﾛヴｪﾙﾋﾞｵ  

 ｽﾄﾛﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ ｳｲﾝﾙｷｱ なおちゅう ﾐﾔﾋﾞ  ﾃｲｴﾑｳｲﾝ      ｱｼｬｶﾄﾞ      

ﾕｳﾕｳｱｲﾘｽ ｽﾄﾛﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ ﾌﾟﾗﾁﾅﾍﾞｰﾙ なおちゅう   ﾍﾟﾙｸﾞﾗﾝﾃﾞ  ﾒﾘｽ      ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞﾍﾞｰﾙ   

ｳﾜｻﾉﾙｲ ｽﾉｰﾄﾞﾗｺﾞﾝ ｷﾈｵｿﾚｲﾕ ブクロ ｽｶｰﾚｯﾄﾚｲﾙ  ﾌｫﾙｴﾙﾄﾞﾗﾄﾞ  ｷｬｯﾄﾘﾝｸﾞ  ｻﾞｻﾝｱｯﾌﾟﾗｲﾄ ﾘｾﾞ      

ﾍﾞﾝｻﾚﾑ ｽﾜｰヴﾘﾁｬｰﾄﾞ ｱｶﾞﾙﾀ  ｼｬﾝﾃﾞﾙﾅｺﾞﾙ  ﾌﾞﾗｯｸｱﾋﾟｰﾙ  ｼﾞｵﾌﾛﾝﾄ    ｱｯｸｱｱﾙﾀ ブクロ ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾗｯﾄ おが   

ｴﾙｸﾞﾚｺ ｽﾜｰヴﾘﾁｬｰﾄﾞ ヴｧﾝﾌﾚｰｼｭ    ﾏｶﾝﾏｶﾝ いとけん   ｱﾙﾑﾌﾞﾗｽﾄ アンドウ ｳｲﾝﾄﾞｽｹｰﾙ      

 ｽﾜｰヴﾘﾁｬｰﾄﾞ ｳｨｹｯﾄｷｰﾊﾟｰ ブクロ ｼﾞｱｯｼｽﾞ  ｸｰﾗｰｶﾞｲｽﾄ  ｱｽｸｷﾝｸﾞｺﾝｸ  ゙ ﾍﾗｲｱ  ｽﾎﾟｰﾃｨﾌﾞ      

 ｽﾜｰヴﾘﾁｬｰﾄﾞ ｴｯｼﾞｰｽﾀｲﾙ アンドウ ｶｰﾑﾘｰ              

ﾀﾞｲｼﾝｱﾚｽ ｽﾜｰヴﾘﾁｬｰﾄﾞ ｶﾗﾚｲｱ れっど ﾗｽﾃｨﾝｶﾞｰﾙ              

ｼｬﾄﾞﾌ ｽﾜｰヴﾘﾁｬｰﾄﾞ ｼｬﾝﾌﾞﾙﾄﾞｯﾄ  ﾍﾞﾙｼｬﾝﾌﾞﾙ けいぴぃ             

ｼﾄﾗｰﾙ ｽﾜｰヴﾘﾁｬｰﾄﾞ ｼﾞﾝｼﾞｬｰﾊﾟﾝﾁ    ﾌﾟﾚﾐｱﾑｽﾏｲﾙ ﾃﾝｶﾊﾙ もんた ﾎﾟﾀｼﾞｪ 巨神兵   ｻｻﾞﾝｽﾊﾟｰｸﾙ ｴﾘﾃｨｴｰﾙ ドメゾウ

ﾓﾝﾃﾚｵﾝ ｽﾜｰヴﾘﾁｬｰﾄﾞ ｾﾚｽﾀ  ﾊｰﾊﾟｰ  ヴｧﾚｰﾃﾞﾗﾙﾅ  ﾐｯｷｰｾﾚｽﾀ サイダー ﾀﾞﾉﾝｾﾚｽﾀ きたチュー       

ｴヴｧﾝｽｳｨｰﾄ ｽﾜｰヴﾘﾁｬｰﾄﾞ ﾊﾙｰﾜｽｳｨｰﾄ  ｸﾞﾗﾝヴｨﾉｽ ジェイ ｲヴｨｽﾃﾗ ジェイ           

ｱﾄﾞﾏｲﾔﾍﾞﾙ ｽﾜｰヴﾘﾁｬｰﾄﾞ ﾍﾞﾙｱﾘｭｰﾙ2  ﾃﾞｨﾝﾃﾞｨﾝﾄﾞﾝ もんた ﾍﾞﾙｸﾚｽﾀ もんた ｱｲﾘｯｼｭﾍﾞﾙ もんた     ｶﾚﾝｼﾘｴｰｼﾞｮ    

ｼｬﾊﾟﾘｭ ｽﾜｰヴﾘﾁｬｰﾄﾞ ﾎﾞﾝﾊﾞﾙﾘｰﾅ  ｼｽﾄﾙﾑ    ｽｳｨﾌﾃｨｰ  ﾛｯｿﾋﾞｱﾝｺ  ｷﾀﾉｲﾝﾊﾟｸﾄ ジェイ   ﾘｰﾌﾟｲﾝﾊﾟｸﾄ  

ﾚｶﾞﾚｲﾗ ｽﾜｰヴﾘﾁｬｰﾄﾞ ﾛｶ アンドウ   ﾄﾞｩﾗﾄﾞｰﾚｽ  ﾛｯｸｵﾌﾞｴｲｼﾞｽ ゙         

ﾍﾞﾙﾌｧｽﾄ ﾀﾞｲﾜﾒｼﾞｬｰ ﾀﾐｰﾝ    ｻﾝﾗｲｽﾞｸﾚｲ  ﾄﾞｩﾗヴｪﾙﾃﾞ  ｳｪﾙｼｰ  ﾄﾞﾘｰﾑｲﾝﾊﾟｸﾄ ｸﾞﾗﾝﾌﾙｰﾙ  ｱﾚｸﾞﾘｰｱ ブクロ

名前が左にある人ほど、その馬に対する優先順位が上になります。但し馬名登録されずに終った馬と、25年以上前の母馬所有者はこの表に反映されていないのでご注意ください。見落としや間違いがあったらお許しを…ヾ(^-^;) 4 / 12ページ



第32回舞木POG　優先権一覧表 優先権データは、母＝過去24年、兄姉＝過去７年まで遡って調べてあります。それ以前のデータが知りたい方は、管理人に聞いてください。馬名は4/16時点の決定及び予定馬名です。

馬名 父名 母名 母所有 2020年産 31回所有 2019年産 30回所有 2018年産 29回所有 2017年産 28回所有 2016年産 27回所有 2015年産 26回所有 2014年産 25回所有

ﾀﾞﾝｼﾞｭｶﾘﾕｼ ﾀﾞｲﾜﾒｼﾞｬｰ ﾍﾞｲﾄｩﾍﾞｲ    ﾛｰﾗｽﾉﾋﾞﾘｽ  ﾌｼﾞﾏｻｲﾝﾊﾟｸﾄ ｷｯｽﾞｱｶﾞﾁｬｰ  ﾃﾞｯﾄﾞｱﾍｯﾄﾞ きたチュー ｽﾜｰヴｱﾗﾐｽ  ﾚｯﾄﾞﾌﾟﾗｰｼﾞｭ  

ｼﾎﾉヴｪﾛｰﾁｪ ﾀﾞｲﾜﾒｼﾞｬｰ ﾒｼﾞﾛｼﾞｪﾆﾌｧｰ    ﾎｳｵｳｱﾙﾅｲﾙ ﾊﾞﾄﾙﾅﾕﾀ  ｿｰﾄﾞﾗｲﾝ あごしゃくれ   ﾛｼﾞｽｶｰﾚｯﾄ    

ﾚﾃﾞｨｰｽﾞﾅｲﾄ ﾀﾞｲﾜﾒｼﾞｬｰ ﾘﾗｯｸｽｽﾏｲﾙ コンサイ ﾈｯﾛﾗﾝﾊﾟﾝﾃ    ﾀｶｶｳﾌｫｰﾙｽﾞ     ﾗﾎﾟｰﾄﾄｰｸ たまちゅう ﾁﾙｱｳﾄ  

ﾎﾟｰﾗｰｳｲﾝﾄﾞ ﾀﾞｲﾜﾒｼﾞｬｰ ﾜｲﾙﾄﾞｳｲﾝﾄﾞ  ﾚｲｼﾞﾝｸﾞｽﾗｽﾄ ｾﾞｯﾌｨｰﾛ ブクロ   ﾍﾞﾆﾄｱｲﾄ        

 ﾀﾆﾉｷﾞﾑﾚｯﾄ ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰﾌｪｱ  ｺｰﾙﾐｰﾌﾟﾘﾃｨ    ﾌｨｱｽﾌﾟﾗｲﾄﾞ あまの ｿﾌﾄﾌﾙｰﾄ    ﾐｯﾄﾞｻﾏｰｺﾓﾝ  ﾌﾗｶﾞﾘｱ  

 ﾀﾞﾉﾝﾊﾞﾗｰﾄﾞ ﾀﾞﾙｼｬ            ﾕﾒﾉｻｷ アンドウ ﾎﾞｸﾊﾁｬｰﾘｰ  

ｴﾑｽﾞﾏﾝ ﾀﾞﾉﾝﾊﾞﾗｰﾄﾞ ﾄﾞﾘｰﾑﾛｰｽﾞ あまの   ﾛｰｽﾞﾋﾟﾘｵﾄﾞ  ﾏﾙｶﾝﾃﾞｲｼﾞｰ  ﾏｲﾈﾙﾍﾙﾂｱｽ ﾏｲﾈﾙﾛｯｼｭ  ｴﾎﾞﾆｰﾏｰﾌﾞﾙ  ｱｳﾄﾘｶﾞｰｶﾇｰ  

 ﾀﾞﾉﾝﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ ｸﾞﾚｲﾝﾗｲﾝ あごしゃくれ   ﾒｲｼｮｳﾚｲﾒｲ  ﾒｲｼｮｳﾃｲﾀﾞｰ  ｸﾞﾗﾅﾘｰ  ｶﾞﾄﾝ  ｱﾝｸﾙｽﾀｰ  ｴｿﾞｸﾞﾚｲﾝ  

 ﾀﾞﾉﾝﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ ﾃﾞｨｰﾌﾟﾃﾞｻﾞｲｱ 巨神兵 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾏｲﾝﾄﾞ  ﾃﾞｨｰﾌﾟﾁｪｯｶｰ   ﾃﾞｨｰﾌﾟﾅｲﾄ      ﾃﾞｨｰﾌﾟｱﾄﾞﾗｰﾚ 

 ﾀﾘｽﾏﾆｯｸ ｱﾄﾞﾏｲﾔﾄﾊﾟｰｽﾞ 巨神兵 ﾏｼﾞﾃﾞ  ﾍﾞﾙｽｵﾊﾟｰﾙ    ｼﾌｸﾕｳﾋ  ｶｰﾘﾝｸﾞｽﾄｰﾝ  ｷﾀﾉｶｲﾀﾞﾝｼﾞ  ﾗﾌﾞﾌﾙｰﾂ  

 ﾀﾘｽﾏﾆｯｸ ｵﾝﾘｰﾄｩﾓﾛｰ ジェイ ﾏｼﾞｶﾙﾌﾗﾜｰ              

 ﾀﾘｽﾏﾆｯｸ ﾃﾞｨｰﾌﾟﾗヴ  ﾊﾟｸｽｵﾄﾏﾆｶ  ﾜｰﾌﾟｽﾋﾟｰﾄﾞ  ﾃﾞｨヴｧｲﾝﾗヴきたチュー   ｽﾋﾟﾝｸ      

ﾌﾟﾚﾐｱﾅｲﾝ ﾀﾞﾝｶｰｸ ｱｯﾊﾟﾚﾄﾞﾝｷ 巨神兵               

ｺﾝﾃﾞﾝｽ ﾀﾞﾝｶｰｸ ｴｰｼﾝｼﾙﾋﾞｱ 巨神兵 ｴﾙﾌｨﾅ  ｴｲｼﾝﾕﾌﾟｹ  ﾄﾐｹﾝﾍﾞﾚﾑﾄﾞ    ｴｲｼﾝﾌｫｰﾗﾝ  ｴｲｼﾝﾒﾋﾞｳｽ  ｴｲｼﾝﾕｰﾄﾋﾟｱ  

ﾍﾏｿﾗｰﾙ ﾀﾞﾝｶｰｸ ｼﾞｭｴﾙﾄｳｼｮｳ ふじまる ｼﾞｭｴﾙﾋﾟｰﾁ    ｽﾀｰｼﾞｭｴﾙ  ﾅﾑﾗｲﾛﾊ  ｱﾄﾞﾏｲﾔﾕﾗﾅｽもんた ｼﾞｭｴﾙﾖｺﾊﾏ    

ｱﾚｸﾞﾛﾌﾞﾘﾗﾝﾃ ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾘﾗﾝﾃ ｾﾝﾃｨﾅﾘｰ  ﾌﾟﾚﾐｱﾏｲﾝ    ｶｽﾞﾛﾚｱｰﾄ  ｸﾞﾗﾝｽﾋﾟｰﾄﾞ コンサイ ﾄｰｾﾝﾏｲｽﾀｰ      

ｶﾞﾗｸｼｱ ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾘﾗﾝﾃ ﾊｰﾗﾝｽﾞﾙﾋﾞｰ  ｴﾚｶﾞﾝﾄﾙﾋﾞｰ コンサイ   ﾌﾛﾑﾃﾞｨｽﾀﾝｽ  ﾄｷﾉｿﾏﾘ  ﾓｽﾞﾍﾞｯﾛ    ﾋﾙﾉｱﾄﾗｰﾆ  

ｷﾀﾉﾜｲｵﾘ ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄｷｬｯﾄｱﾄﾞﾏｲﾔｼﾞｭｴﾙ 巨神兵   ﾌﾞﾙｰｲﾝｻﾆﾃｨ ﾃﾞｨﾝｺﾞ  ｷｬﾂｸﾚｰﾄﾞﾙ  ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾗｲｵﾝ   ｼｰﾗｲｵﾝ  

 ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄｷｬｯﾄｴﾝｸﾘﾌﾟｼｮﾝ けいぴぃ ｻｲﾌｧｰﾃｷｽﾄ              

 ﾃﾞｸﾗﾚｰｼｮﾝｵﾌﾞｳｫｰｱﾙｰｱ けいぴぃ     ﾀｶﾞﾉﾃﾞｨｱｰﾅ  ﾀｶﾞﾉｷﾝｸﾞﾛｰﾄ ゙ ﾀｶﾞﾉｶﾙｰｱ  ﾀｶﾞﾉｱﾙﾀｲﾙ  ﾀｶﾞﾉｱﾙｰｱ  

ｱｽﾞﾃﾞｻﾞｲﾔ ﾃﾞｸﾗﾚｰｼｮﾝｵﾌﾞｳｫｰｱﾝｼﾞｭﾃﾞｼﾞｰﾙ 巨神兵               

ﾄｰﾎｳｸﾞﾗﾝ ﾃﾞｸﾗﾚｰｼｮﾝｵﾌﾞｳｫｰｴｱﾏｽｶｯﾄ ふじまる   ｼｹﾞﾙﾂｷﾐｻﾞｹ  ｴｱﾐｱｰﾆ    ｴｱﾋﾞｵﾝﾃﾞｨ  ｴｱﾏｽｶｰﾆ    

ｷﾀﾉﾏﾃﾞｨｿﾝ ﾃﾞｸﾗﾚｰｼｮﾝｵﾌﾞｳｫｰﾁｭｰﾍﾞﾛｰｽﾞ きたチュー ｷｸﾉﾙﾀ  ｼｬｲﾈﾝｴﾝｹﾙ    ｱｰｽヴｨｼﾞｮﾝ    ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾎﾞｰｲ ﾌｼﾞﾏｻｸｲｰﾝ  

 ﾃﾞｸﾗﾚｰｼｮﾝｵﾌﾞｳｫｰﾃﾞｲｼﾞｰﾌﾛｰﾗ あまの ｴｰﾃﾞﾙｻﾝﾗｲｽ ゙             

ｱﾝｼﾞｭﾄﾚｿﾞｰﾙ ﾃﾞｸﾗﾚｰｼｮﾝｵﾌﾞｳｫｰﾃｨｯｸﾙﾋﾟﾝｸ    ﾍﾞﾙﾌｪｻﾗﾊﾞﾝﾅ ｲﾝｽﾋﾟﾗｰﾚ    ﾗヴｨｯｽﾏﾝ  ｱﾙﾄﾞｰﾚ  ｱﾝｼﾞｭﾃﾞｼﾞｰﾙ巨神兵

 ﾃﾞｸﾗﾚｰｼｮﾝｵﾌﾞｳｫｰﾗﾌﾞｱﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ まっつん ﾓｽﾞｽﾅｲﾊﾟｰ    ｼｹﾞﾙﾎﾝﾌﾞﾁｮｳ ﾌﾛｰﾗﾙﾋﾟｰｽ  ﾋﾟｭｱｻｸﾔﾋﾒ      

 ﾃﾞｸﾗﾚｰｼｮﾝｵﾌﾞｳｫｰﾘﾎﾞﾝﾌﾗﾜｰ ジェイ ｼﾙヴｧｰｱｰﾏ  ー ﾀｯｹﾝｱｲ  ﾛｾﾞｯﾄ  ﾀﾞﾉﾝﾏｰｷｭﾘｰ        

ﾍﾞﾙｼﾞｬｽﾃｨｰﾅ ﾃﾞｸﾗﾚｰｼｮﾝｵﾌﾞｳｫｰﾙﾐﾅｰﾗ ワッツ君 ｺﾝﾃﾊﾟﾙﾃｨﾛ  ヴｫﾙﾃｯﾗ  ｽｽﾞｶﾙﾋﾞｺﾝ          

ｲﾅｽﾞﾏﾐﾉﾙ ﾃﾞｸﾗﾚｰｼｮﾝｵﾌﾞｳｫｰﾚﾃﾞｨｼﾞｮｱﾝ    ﾊﾟｶﾞﾆｰﾆ    ﾏﾝﾄﾞｩ  ｷｰﾌﾟｵﾝｺﾞｰｲﾝ ﾐｯｷｰｾﾚﾌﾞ  ﾀﾞﾉﾝｵﾌﾞｻﾞｲﾔ コーンサイ

 ﾃﾞｸﾗﾚｰｼｮﾝｵﾌﾞｳｫｰﾛｰｻﾞﾐｽﾃｨｶ きたチュー   ｲｽﾞｼﾞｮｰｱｰｻ  ー   ｽﾋﾟｰﾆﾃﾞｨﾛｰｻ ゙ ﾛｰﾌﾞﾄﾞｩﾈｰｼﾞｭ ｼﾞｬｯｸﾛｰｽﾞ  ﾛｰｽﾞｶｽｹｲﾄﾞ  

ｱﾝﾌｫﾙﾒﾙ ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ｱｰﾙﾌﾞﾘｭｯﾄ おが   ﾊﾟﾗﾚﾙヴｨｼﾞｮﾝけいぴぃ           

ｴﾘｻﾞﾍﾞｽﾊﾞﾛｰｽﾞ ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ｲｽﾊﾟﾆﾀﾞ    ｺﾘｴﾝﾃｽ 巨神兵           

ﾄﾞﾙﾌｨﾝｽﾙｰ ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ｲﾙｰｼヴｳｪｰヴ  ﾚｯﾄﾞﾏｼﾞｯｸ ジェイ ｱﾌﾟﾘｼﾃｨｰ ジェイ   ｱﾄﾞﾏｲﾔﾋﾞﾙｺﾞ ジェイ ｻﾄﾉｿﾛﾓﾝ ジェイ ｲﾙｰｼヴｸﾞﾚｲｽジェイ ｲﾙｰｼヴﾊﾋﾟﾈｽ 

 ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ｲﾝﾅｰﾚﾙﾑ  ﾊｲｱｰﾚﾙﾑ きたチュー   ｷﾞﾙﾃｨﾌﾞﾗｯｸ モッちゃん         

ﾗヴｽｺｰﾙ ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ｶﾚﾄﾞﾆｱﾚﾃﾞｨ  ｾﾝﾄﾏｰｶﾞﾚｯﾄ  ｽｺｰﾙﾕﾆﾊﾞﾝｽ ｲﾆｼｭﾓｱ    ﾐｽﾏﾘｱ たまちゅう     

 ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ｷｬｯﾁｻﾞｶｸﾃﾙ  ｼﾞｬｽﾃｨﾝﾋﾞｰﾁ ｻﾄﾉﾚｷﾞｵﾝ  ｻﾄﾉｱｲ きたチュー         

ﾌｪﾛﾆｴｰﾙ ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ｺｺｼｭﾆｯｸ あまの ﾊﾝﾍﾞﾙｼﾞｬｲﾄ    ｽﾉｰﾊﾚｰｼｮﾝ    ﾘｬｽﾅ ワッツ君 ﾌｨﾆﾌﾃｨ ワッツ君 ｸﾞﾗﾆｰｽﾞﾁｯﾌﾟｽおが

ｼｮｳﾅﾝﾗﾋﾟﾀﾞｽ ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ｼｰヴ  ﾑｼﾞｪﾛ  ｼｮｳﾅﾝｱﾃﾞｲﾌﾞアンドウ ｻﾄﾉｽｶｲﾀｰﾌ なおちゅう ｼｬﾘｰｱﾙﾏﾘｶ あまの       

ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾊﾞﾛｰｽﾞ ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ｼﾞｪﾆｻ  ﾃﾙﾃ  ｸﾞﾗﾝｽﾗﾑｱｽｸたまちゅう ｶｲｻﾞｰﾊﾞﾛｰｽ  ゙ ｻﾄﾉﾏｯｽﾙ  ｻﾄﾉｱｲﾋﾞｽ      

 ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ｼｭｶﾞｰﾊｰﾄ    ｷﾝｸﾞｸｰ ワッツ君 ﾈｸｻｽﾊｰﾄ  ｴﾌﾞﾘﾜﾝﾌﾞﾗｯｸワッツ君     ﾃｰｵｰﾒｰﾃﾙ  

ﾚｯﾄﾞﾌｪﾙﾏｰﾀ ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ｼﾞｮﾘｰｼﾞｮｺﾝﾄﾞ  ﾚｯﾄﾞヴｧｼﾞｭﾗ あごしゃくれ   ﾙｰｼﾞｭｱﾘｭｰﾙ ﾒﾘﾃﾞｨｱﾝﾛｰｸﾞ ｼｰｸﾚｯﾄｱｲｽﾞ あごしゃくれ ﾌｧｽﾄｱﾌﾟﾛｰﾁ    

 ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ｼﾝﾒｲﾌｼﾞ    ﾘｰｽﾀﾙ  ﾍﾟﾄﾛｸﾞﾘﾌ  ﾛｰﾄﾞヴｨｸﾄﾘｰドメゾウ ﾛｰﾄﾞｸﾞﾗﾃﾞｨｵ  ﾛｰﾄﾞｻﾞﾅﾄﾞｩ  ﾛｰﾄﾞﾌﾞﾚｲｸ  

ｼｮｳﾅﾝﾏﾝﾄﾙ ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ｾｼﾘｱ おが ｼｮｳﾅﾝｱｷﾄﾞﾝ    ﾜｰﾙﾄﾞﾘﾊﾞｲﾊﾞﾙ ﾚﾃﾞｨﾄｩﾗﾝ  ｾﾝﾄｾｼﾘｱ      

ｼｭﾈﾙﾗｳﾌｪﾝ ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ｾﾘｴﾝﾎﾙﾃﾞ  ﾅヴｫｰﾅ もんた   ｼｭﾈﾙﾏｲｽﾀｰ アンドウ         

ﾏﾊｰﾜﾝｻ ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ﾃﾞｨｰﾊﾟﾜﾝｻ けいぴぃ               

ﾙｰｼﾞｭﾗﾒﾝﾃ ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ﾃﾞｨｴﾝﾃｨ  ﾚｯﾄﾞﾃﾞｨﾗｲﾄ 巨神兵 ﾙｰｼﾞｭｶﾙﾐｱ    ﾚｯﾄﾞﾗﾄｩｰﾙ        

 ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ﾃﾞｯｸﾄﾞｱｳﾄ  ﾍﾞﾙﾛｰﾌﾞ  ﾌｫﾚｽｸﾗｲﾄ コンサイ           

ｼｬﾊｻﾞﾏｰﾝ ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ﾄﾞﾊﾞｲﾏｼﾞｪｽﾃｨ    ｱﾙﾌｧﾋﾃﾞｨ ワッツ君 ｼｬﾌﾘﾔｰﾙ 巨神兵 ﾋﾒﾉｶﾘｽ いとけん   ﾀﾞﾉﾝﾏｼﾞｪｽﾃｨいとけん ｱﾙｱｲﾝ いとけん

ﾙｰｼﾞｭｸﾞﾚｲｼｱ ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ﾄﾞﾗｲヴﾝｽﾉｰ  ﾚｯﾄﾞｾﾘｵﾝ  ﾙｰｼﾞｭｽﾃｨﾘｱあまの ﾚｯﾄﾞｸﾞﾚｲｼｬｰ         

ﾌﾞﾘｵﾒﾝﾃ ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ﾌｨｰﾙｸﾞﾘｭｯｸ    ｾｲｳﾝｶﾞﾚｵﾝ  ｾｲｳﾝﾌﾞﾘｽｸ コンサイ ﾌﾙﾐﾝﾄ  ｱﾚｽｸﾞｰﾃ  ﾎﾞｱｿﾙﾁ    

ﾄﾞｩﾏｲｼﾝｸﾞ ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ﾌｫｰｽﾀｰｸﾙｯｸ  ﾌｫｰｽﾀｰﾃﾞｲｽブ゙クロ             

ｱﾙｺﾞﾅヴｨｽ ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ﾌﾟﾘﾃｨｶﾘｰﾅ  ﾌﾞﾙｼﾞｭﾄﾞﾊﾞｲ  ｱﾙﾌｧｶﾘｰﾅ  ﾎｳｵｳﾗﾌｨｯﾄ  ｲｰｽｾﾃｨｸｽ  ｼﾞｬﾐｰﾙﾌｴﾙﾃなおちゅう ｸﾞﾗﾏﾗｽﾗｲﾌ きたチュー ｴｸﾚｱｽﾊﾟｰｸﾙ 

ﾏﾙｺﾀｰｼﾞｭ ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ﾌﾟﾛヴｨﾅｰｼﾞｭ  ｻﾝﾗｲｽﾞｼﾞｰｸ ドメゾウ   ｵﾘﾉｺ  ｱﾙｿﾞﾌﾗ      ﾒﾝﾀｰﾓｰﾄﾞ  

 ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ﾍﾞﾙﾌｨｵｰﾚ ふじまる ｹｻﾗﾝﾊﾟｻﾗﾝ  ｱｰｽﾄﾗﾍﾞﾙ  ﾍﾟﾀﾙ          

ﾐｱﾈｰﾛ ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ﾐｽｴｰﾆｮ    ﾐﾌｧヴｫﾘｰﾄ おが   ﾐｱﾏﾝﾃ  ﾐﾃﾞｨｵｰｻ サイダー ﾐｶﾘｰﾆｮ サイダー ﾐｽｴﾙﾃ サイダー

名前が左にある人ほど、その馬に対する優先順位が上になります。但し馬名登録されずに終った馬と、25年以上前の母馬所有者はこの表に反映されていないのでご注意ください。見落としや間違いがあったらお許しを…ヾ(^-^;) 5 / 12ページ



第32回舞木POG　優先権一覧表 優先権データは、母＝過去24年、兄姉＝過去７年まで遡って調べてあります。それ以前のデータが知りたい方は、管理人に聞いてください。馬名は4/16時点の決定及び予定馬名です。

馬名 父名 母名 母所有 2020年産 31回所有 2019年産 30回所有 2018年産 29回所有 2017年産 28回所有 2016年産 27回所有 2015年産 26回所有 2014年産 25回所有

 ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ﾐｽﾄﾞﾊﾞｳｨ  ｾｯｼｮﾝ あまの ｿｳﾃﾝ            

 ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ﾐｯｷｰﾊﾟｰﾙ  ｺｺﾏﾝﾀﾞﾘﾝ  ｶﾞｽﾄﾝ    ヴｨﾝｸｰﾛ    ﾀｲｾｲｸﾞﾗﾝﾂ きたチュー ﾀﾞﾉﾝｷﾗﾒｷ  

ｶﾞｲｱﾒﾝﾃ ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ﾐｭｰｼﾞｶﾙﾛﾏﾝｽ    ｿﾘﾀﾞﾘﾃｨ コンサイ   ﾌｫｱｼｭﾋﾟｰﾙ けいぴぃ ｾﾘﾕｰｽﾞ コンサイ   ｷﾗｰｺﾝﾃﾝﾂ たまちゅう

ﾓﾙﾄﾏｴｽﾄｰｿ ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ﾗｯﾄﾞﾙﾁｪﾝﾄﾞ あまの ｼｮｳﾅﾝﾊｸｳﾝ  ｻﾄﾉﾄﾞﾙﾁｪ  ﾀﾞﾉﾝｼｭﾈﾗ きたチュー ﾃﾙﾂｪｯﾄ  ｺﾙﾈｯﾄ  ﾘﾍﾞﾗﾒﾝﾃ    

ﾐｽﾀｰｼﾞｰﾃｨｰ ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ﾘｯｽﾝ  ﾘｯｽﾝｱｯﾌﾟ    ﾏｯﾊﾓﾝﾙｰﾄﾞ  ﾀｲﾐﾝｸﾞﾊｰﾄ ジェイ ｻﾄﾉﾙｰｸｽ ジェイ ﾘﾝﾌｫﾙﾂｧﾝﾄﾞ ジェイ ﾑｰヴｻﾞﾜｰﾙﾄド゙メゾウ

 ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ﾘﾄﾙﾌﾞｯｸ  ｽﾏｰﾄヴｨｰヴﾙあごしゃくれ ｹﾞﾝﾊﾟﾁｿﾙ  ﾌﾞﾗｯｸｼﾞｭｴﾘｰ   ﾛｼﾞｬｰﾊﾞﾛｰｽﾞあごしゃくれ     

ﾚｯﾄﾞﾚﾌｨﾅｰﾄﾞ ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ﾚｲﾝﾎﾞｰﾀﾞﾘｱ  ﾄｰｾﾝﾀﾞﾘｱ  ﾒﾃﾞｨｱﾅﾗﾝﾊ  ｻﾄﾉﾌﾞﾙｰﾑ  ﾗﾝｸﾘｯﾂ コンサイ ｷｰﾄｽ  ｺｽﾓﾀﾞﾘｱ    

ﾋﾟｹｱﾗﾍﾞｽｸ ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ﾚｯﾄﾞｼﾙヴｨ アンドウ ﾋｯﾄｻﾞﾌﾛﾝﾄ              

ﾘｴｰﾀﾒﾝﾃ ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ﾚﾃﾞｨｽｷｯﾊﾟｰ    ﾚﾃﾞｨﾅﾋﾞｹﾞｰﾀ コーンサイ ｱﾙﾃﾞｨｰﾄｸﾗｲ たまちゅう ﾌｧﾅﾃｨｯｸｴﾛ  ｸｨｰﾝﾕﾆﾊﾞﾝｽ   ｱﾄﾞﾏｲﾔﾐﾔﾋﾞ  

ﾘﾝﾄﾞﾊﾞｰｸﾞ ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ﾛﾍﾞﾙﾀ  ﾛﾍﾞﾘｱ    ﾒﾗﾆｰ  ﾌﾟﾗﾄﾝ まっつん ﾌﾗﾝｸﾘﾝ 巨神兵 ﾌﾗﾝﾂ 巨神兵 ｺﾍﾟﾙﾆｸｽ サイダー

 ﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ ﾜｲ  ﾄｩｰﾗﾝﾄﾞｯﾄ  ﾀﾞﾉﾝｱﾏﾚｯﾄ  ｱﾅﾚﾝﾏ  ﾜｲﾜｲｷﾝｸﾞ ジェイ ｴｰﾙﾃﾞｨヴｧﾝ れっど   ﾃﾞｨｰﾁｪ  

ﾊﾞﾄｩｰﾗ ﾄｰｾﾝﾗｰ ヴｪｲﾙﾄﾞｸﾘｽ ふじまる ﾍﾞﾗｼﾞｵｿﾉﾀﾞﾗﾌ ゙ ﾋﾟｱﾂｧｻﾝﾏﾙｺ ｳｴｲﾄｼﾞｬｯｼﾞ  ｵﾒｶﾞﾃﾞﾗｯｸｽ  ﾎｳｵｳｸﾘｽﾃｨ  ﾌﾞﾙｰﾌﾞﾙｲﾔｰﾙ   

ｺﾓﾘｳﾀ ﾄｰｾﾝﾗｰ ｸﾘｽﾃｨﾛﾏﾝｽ ふじまる ｷｬｯﾁｻﾞﾛﾏﾝｽ   ﾃﾞﾙﾏﾋｼﾞﾘ  ﾏｰﾌﾟﾙ  ｽｰﾍﾟﾙｺﾞﾗｯｿ  ﾐｽﾀｰｼﾞｪｲﾋﾞｰ ﾛﾏﾝﾁｯｸﾜｰｸ  

ｼｬﾄﾞｳｸﾛｽ ﾄｰｾﾝﾗｰ ｼｬﾝﾃﾞﾘｱｽﾋﾟﾝ サイダー ｼｬﾝﾃﾞﾙ              

 ﾄﾋﾞｰｽﾞｺｰﾅｰ ﾊｼﾙﾖｱｶﾙｸ アンドウ ﾌﾐﾀﾂｸﾞｯﾄﾏﾏ    ﾀﾞｲｽｷﾞﾐｯﾁｰ  ｱｲｱﾝﾙﾋﾞｰ  ｴｰﾌﾞﾘｯﾁﾏﾝ  ｸﾞﾙｰｽ    

ｸﾞｴﾝﾌｨヴｧﾙ ﾄﾗﾝｾﾝﾄﾞ ｽｲｰﾄﾒﾄﾞｩｰｻ 巨神兵 ﾗﾌｨﾈｸﾘｰﾙ  ｴｸﾛｰﾙ  ｴﾙﾆﾄﾞ  ﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾚｲﾔ  ー   ｱﾙｺﾞｽ    

ｵｰﾈｯﾄｵﾘｰﾌﾞ ﾄﾗﾝｾﾝﾄﾞ ﾚｰｽﾄﾞｰﾙ たまちゅう     ｸﾘﾉｸﾆｲﾁ  ﾀﾑﾛｼｬｲﾝ  ｸﾘﾉｸﾞﾚｲﾄ  ｼｮｳﾅﾝﾏﾘﾌﾞ  ﾌﾞﾗｲﾄｸｫｰﾂ  

ﾐﾗｸﾙﾗｯｼｭ ﾄﾗﾝｾﾝﾄﾞ ﾚﾃﾞｨｰﾋﾞｽﾃｨｰ コンサイ ﾋﾞｰﾁｻﾝﾀﾞﾙ    ｸﾆﾉｷｾｷ    ﾋﾛｺﾌﾟﾘﾝｾｽ  ｵｰｺﾞﾝｱﾚｯﾀ    

ﾅｯｸｼﾞｭﾋﾟﾀｰ ﾄﾞﾚﾌｫﾝ ｱﾄﾞﾏｲﾔｷｭｰﾄ おが ﾌﾛﾑﾅｳｵﾝ  ｱﾄﾞﾏｲﾔｻﾞﾙﾐﾅ ｽﾍﾟｼｬﾙﾄﾞﾗﾏ  ｱﾄﾞﾏｲﾔﾘｹﾞﾙ  ｱﾄﾞﾏｲﾔﾘｰﾌﾞﾗ     

 ﾄﾞﾚﾌｫﾝ ｴﾊﾞｰｼｬﾙﾏﾝ ブクロ ｼｰｽﾞﾝﾘｯﾁ  ｴﾊﾞｰｼｬﾄﾞﾈｰ            

ﾄﾝﾎﾞ ﾄﾞﾚﾌｫﾝ ｴﾎﾟｷｼ  ｼｮｰﾓﾝ  ｷｬﾙﾚｲ  ｼｸﾞﾈﾁｬｰｾﾙ    ﾌﾟﾗﾈｯﾄｴｰ  ﾊﾅｿﾒｲ  ﾚｸｾﾙ ワッツ君

ﾘｰｾﾞﾀﾞﾑｰﾙ ﾄﾞﾚﾌｫﾝ ｶﾃﾞﾅﾀﾞﾑｰﾙ ふじまる ﾐｯｷｰﾏｰﾍﾞﾗｽ ｴｽﾎﾟﾜｰﾙｴｰﾙ           

ｼｰｸﾚｯﾄｷｰ ﾄﾞﾚﾌｫﾝ ｷｰﾌﾟｼｰｸﾚｯﾄ サイダー               

ｼﾞｮﾘｽﾘｰﾙ ﾄﾞﾚﾌｫﾝ ｻﾝﾃﾞｰｽﾏｲﾙ2  ﾌﾞﾘｽｷｰ    ﾎｳｵｳｻﾝﾃﾞｰ  ﾏﾝｵﾌﾞｽﾋﾟﾘｯﾄ  ﾙｶﾞｰﾙｶﾙﾑ コンサイ   ﾊｯｼｭﾀｸﾞ  

 ﾄﾞﾚﾌｫﾝ ｽﾍﾟｼｬﾙｸﾞﾙｰヴ ﾋﾟｭｱｸﾞﾙｰヴ      ｼﾞｭﾝﾗｲﾄﾎﾞﾙﾄサイダー ｸﾞﾙｰヴｨｯﾄ  ｶヴｪﾙﾅ    

ﾀｲｾｲｱﾙﾃﾐｽ ﾄﾞﾚﾌｫﾝ ﾊﾟﾝﾃﾞｲｱ おが ｼﾞｭﾄﾞｰ  ｱﾊﾞﾝﾁｭﾘｴ    ｾﾚｰﾈｸﾞﾗﾝﾂ        

ﾗｲｽﾍﾞﾘｰ ﾄﾞﾚﾌｫﾝ ﾐｽﾊﾟｽｶﾘ ブクロ ｴﾙｶﾘｴﾝﾃ      ﾐﾔﾏｻﾞｸﾗ 巨神兵 ﾎﾞｽｼﾞﾗ 巨神兵 ｼｴﾗﾈﾊﾞﾀﾞ 巨神兵 ﾎﾟﾎﾟｶﾃﾍﾟﾄﾙ 巨神兵

ﾛｰﾏﾝﾚｲｸ ﾄﾞﾚﾌｫﾝ ﾒｼﾞﾛｵｰﾄﾞﾘｰ ワッツ君 ﾌﾞﾚｲｸﾎﾞｰｲ    ﾎｳｵｳｲｸｾﾙ    ﾅｵﾐﾏﾘｱ    ﾌｪｱﾁｬｲﾙﾄﾞ  

ﾌｫﾝﾛｰｻﾞ ﾄﾞﾚﾌｫﾝ ﾓｽｶｰﾄﾛｰｻﾞ コンサイ ﾃﾝｶﾉｷﾞｼﾞﾝ  ﾚｯﾄﾞﾊﾞﾛｯｻ  ｸﾞｯﾄﾞｲﾝﾊﾟｸﾄ  ヴｨｸﾀｰﾊﾞﾛｰｽモ゙ッちゃん ｸﾞﾗｯﾊﾟﾃﾞｨﾛｰｻﾞ ﾓｽﾛｰｽﾞ    

ﾌｪﾘｰﾆ ﾄﾞﾚﾌｫﾝ ﾘﾐﾆ  ﾌﾗﾐﾆｱ もんた ﾏﾙｱﾄﾞﾘｱﾃｨｺ  ﾊﾞﾙﾚｯﾀ          

ﾚｰヴﾄﾞﾚﾌｫﾝ ﾄﾞﾚﾌｫﾝ ﾚｰヴﾄﾞﾘｰﾌﾞ コンサイ               

ｹｰﾌﾟｳｨｯｶﾑ ﾄﾞﾚﾌｫﾝ ﾚｰヴﾙｼｰﾄﾞ れっど ﾀｲｾｲﾌｪﾘｰｸ  ヴｪｰﾙｱﾝﾚｰヴ           

ﾛｼﾞｻﾋﾞｱｰﾚ ﾄﾞﾚﾌｫﾝ ﾚｯﾄﾞｴﾚﾉｱ ワッツ君               

ｻﾘｰﾀ ﾄﾞﾚﾌｫﾝ ﾚｯﾄﾞﾐﾓｻﾞ ふじまる ｶﾘﾋﾞｱﾝｼﾞｮｰ  ｴﾒﾗﾙｱﾎﾟﾛﾝ  ﾌｫﾙﾂｧｰﾚ          

ﾗﾝﾄﾘｻﾝﾄ ﾄﾞﾚﾌｫﾝ ﾛｰｽﾞﾉｰﾌﾞﾙ  ﾐﾝﾄﾏｰｸ モッちゃん   ｼｭﾌﾟｰﾙﾛｲﾔﾙ ｼﾞｭﾋﾞﾘｰﾍｯﾄﾞ  ﾉｰﾌﾞﾙﾜｰｸｽ      

 ﾅｶﾔﾏﾌｪｽﾀ ｷｽﾞﾅ2  ｵｰﾙｱｲｽﾞｵﾝ アンドウ ﾋﾞｰｳｫｰﾀｰ  ﾎﾞｰﾝｼﾞｰﾆｱｽ  ﾋﾟｰｽｻｲﾝ  ﾛｰｽﾞｷﾞﾌﾄ      

ｱｹﾉﾐｮｳｼﾞｮｳ ﾆｭｰｲﾔｰｽﾞﾃﾞｲ ｱｽﾀﾗﾋﾞｸﾄﾘｱ アンドウ ﾊﾟﾗﾗヴｨｸﾄﾘｱ ｱｽﾀﾗｸﾞﾛｰﾘｱ  ﾌﾞﾙｰｻﾝﾀﾞｰ    ﾌﾟﾚｽﾃｯﾂｧ  ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ  ｾｲｳﾝﾆｼﾞｮｰｽ ゙

ｼﾞｭﾝﾊﾟﾜﾌﾙ ﾆｭｰｲﾔｰｽﾞﾃﾞｲ ｱﾄﾞﾏｲﾔﾏﾘﾝ  ｹﾞﾗｳｨﾝ  ｱﾄﾞﾏｲﾔｸﾞﾘｰｾ ゙ ｱﾄﾞﾏｲﾔｱｰﾙ    ｱﾄﾞﾏｲﾔｼﾞｮｲ  ｱﾄﾞﾏｲﾔﾊﾞﾘｰ  ｱﾄﾞﾏｲﾔﾛﾌﾞｿﾝまっつん

ｴﾉﾗﾌﾞｴﾅ ﾆｭｰｲﾔｰｽﾞﾃﾞｲ ｲｻﾍﾞﾙ あまの ｻﾌｧｲｱ  ｱｶﾃﾞﾐｰ おが ｱｰﾙﾄﾞヴｨｰヴﾙあまの ﾌｱﾅ        

ｸﾞﾛｯｼｪﾝ ﾆｭｰｲﾔｰｽﾞﾃﾞｲ ｷｬｯﾄｺｲﾝ  ﾌﾘｯﾌﾟｱｺｲﾝ  ﾏﾝｸｽﾎｯﾌﾟ  ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘﾝｸｽたまちゅう         

 ﾆｭｰｲﾔｰｽﾞﾃﾞｲ ｺｺﾌｧﾝﾀｼﾞｱ あまの ﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀ              

ｻﾄﾉｱｲﾝｽ ﾆｭｰｲﾔｰｽﾞﾃﾞｲ ｼｰｽﾞｵｰﾙｴﾙﾃｨｯｼｭ ｶﾅｳ  ﾄﾘﾌﾞｰﾄ  ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｷﾝｸﾞ  ﾆｼﾞｭｯｹﾝﾄﾞｰﾛ ｱﾝﾄﾘｭｰｽﾞ  ｱｲｼｬ  ｴﾃﾞｨﾌｨｽ サイダー

 ﾆｭｰｲﾔｰｽﾞﾃﾞｲ ﾀﾝｻﾞﾅｲﾄ    ｵｰﾗﾗｲﾄ  ﾀﾝｻﾞﾆｱﾌﾞﾗｯｸ ﾌｫﾙｽﾃﾗｲﾄ  ﾌｨﾌﾞﾛﾗｲﾄ  ﾈﾌﾟﾁｭﾅｲﾄ  ﾀﾞﾝﾋﾞｭﾗｲﾄ おが

ﾌﾞﾚｽﾜｰﾄﾞ ﾆｭｰｲﾔｰｽﾞﾃﾞｲ ﾁｱｽﾞﾒｯｾｰｼﾞ  ﾃﾝﾉﾒｯｾｰｼﾞ  ﾒｯｾｰｼﾞｿﾝｸﾞ  ｷﾈｼｸｽ  ﾋﾞｵｸﾞﾗﾌｨｰ もんた ﾙﾒｯｻｰｼﾞｭ  ﾛﾋﾞﾝｽﾞｿﾝｸﾞ    

ﾌｨﾛﾝﾄﾞｰﾙ ﾆｭｰｲﾔｰｽﾞﾃﾞｲ ﾌｨﾛﾝﾙｰｼﾞｭ たまちゅう   ｺｽﾓﾙｰｼﾞｭ  ﾙｰｼﾞｭｾﾘｰｽﾞ  ﾄﾗﾓﾝﾄ  ｱｽｶﾘ    ﾌｨｱﾏﾛｯｻ  

ﾍﾞﾈﾒﾚﾝﾃｨ ﾆｭｰｲﾔｰｽﾞﾃﾞｲ ﾌﾞﾙｰﾓｰﾒﾝﾄ あごしゃくれ ｱﾙｱﾏﾙ  ﾚﾍﾞﾚﾝｼｱ  ﾓｰﾃｨヴﾌｫｰｽ   ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｪﾝｽ  ｵｰﾙﾏｲﾊｰﾄ  ﾗﾅｲ  

ﾌﾞﾗﾝｼｰﾙ ﾆｭｰｲﾔｰｽﾞﾃﾞｲ ﾏｰﾌﾞﾙｹｰｷ れっど ｸｰﾙﾄﾗｯｶｰ  ﾙｰｼﾞｭｴｸﾚｰﾙふじまる           

ﾄﾗﾍﾟｼﾞｽﾄ ﾆｭｰｲﾔｰｽﾞﾃﾞｲ ﾙｼﾙｸ  ｿﾜﾄﾞﾘﾖﾝ  ｲﾙﾁﾙｺ    ｸﾛﾜﾙｰｽ  ｸｰﾀﾞﾙｼﾞｬﾝ  ﾗｿﾜﾄﾞｰﾙ  ヴｧﾝｸｰﾙｼﾙｸコンサイ

ﾅｲﾄｱｳｪｲ ﾊｰﾂｸﾗｲ ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞｼﾞｭｴﾙ    ｴｰﾃﾞﾙﾌｫﾙﾑ  ﾑｰﾝﾋﾞｰﾄﾞ あまの         

ｴﾛｰｽ ﾊｰﾂｸﾗｲ ｷﾄｩﾝｽﾞｸｲｰﾝ    ﾄｩﾃﾞｲｲｽﾞｻﾞﾃﾞｲ巨神兵 ヴｨヴｧﾝ          

 ﾊｰﾂｸﾗｲ ｸｲｰﾝｽﾞｱﾄﾞヴｧｲｽ ｵｸﾀヴｨｱﾇｽ  ﾚｯﾄﾞﾗﾝﾒﾙﾄ ブクロ           

ﾓｽｸﾛｯｻｰ ﾊｰﾂｸﾗｲ ｸﾘｽﾌﾟ  ｶﾐﾉﾓﾗﾄﾞ  ﾐｯｷｰﾚﾝｼﾞｬｰ    ﾀﾞﾉﾝﾌｧﾗｵ あまの       

ﾙﾐｴｰﾙﾄﾞｩｰｽ ﾊｰﾂｸﾗｲ ｺﾞｰﾙﾃﾞｨｰｴｽﾎﾟﾆｰ ｽヴﾆｰﾙﾃﾞｼﾞｰﾙアンドウ             

ｻﾌｨﾗ ﾊｰﾂｸﾗｲ ｻﾛﾐﾅ    ｻﾘｴﾗ ワッツ君 ｴｽｺｰﾗ ワッツ君 ｻﾘｵｽ ワッツ君 ｻﾗﾐｽ ワッツ君 ｻﾗｷｱ たまちゅう ｻﾛﾆｶ あまの

ﾌﾚﾐﾝｸﾞﾌｰﾌﾟ ﾊｰﾂｸﾗｲ ｼｰｽﾞｱﾀｲｶﾞｰ  ﾀﾞﾉﾝｻﾞﾀｲｶﾞｰ ジェイ ﾊﾟｰﾗｰｷﾞﾀｰ  ﾀｲｶﾞｰｵｰｷｯﾄﾞジェイ ｼｰｽﾞｱﾒｼﾞｬｰ ブクロ ﾃｨｸﾞﾗｰｼｬ ブクロ     

名前が左にある人ほど、その馬に対する優先順位が上になります。但し馬名登録されずに終った馬と、25年以上前の母馬所有者はこの表に反映されていないのでご注意ください。見落としや間違いがあったらお許しを…ヾ(^-^;) 6 / 12ページ



第32回舞木POG　優先権一覧表 優先権データは、母＝過去24年、兄姉＝過去７年まで遡って調べてあります。それ以前のデータが知りたい方は、管理人に聞いてください。馬名は4/16時点の決定及び予定馬名です。

馬名 父名 母名 母所有 2020年産 31回所有 2019年産 30回所有 2018年産 29回所有 2017年産 28回所有 2016年産 27回所有 2015年産 26回所有 2014年産 25回所有

ﾛｰﾄﾞｵｰﾙﾗｲﾄ ﾊｰﾂｸﾗｲ ｽﾋﾟﾆﾝｸﾞﾜｲﾙﾄﾞｷｬｯﾄ ﾀﾞﾉﾝﾌﾟﾚｼﾞｬｰ あごしゃくれ   ﾌﾗｲﾝｸﾞﾊﾞﾚﾙ あごしゃくれ ﾛｰﾄﾞｼｬﾑﾛｯｸ あごしゃくれ ﾛｰﾄﾞｾﾞｳｽ サイダー ﾀﾞﾉﾝｽﾏｯｼｭ  ﾒﾇｴｯﾄ  

ﾊﾟｰｿﾅﾙﾘﾊﾞﾃｨ ﾊｰﾂｸﾗｲ ﾊﾟｰｿﾅﾙﾀﾞｲｱﾘ  ー ｲﾝﾀﾞｲｱﾘｰ  ﾊﾟｰｿﾅﾙﾊｲ サイダー ｲﾝﾜﾝｼﾃｨﾝｸﾞ          

ﾀｷ ﾊｰﾂｸﾗｲ ﾊﾟｽｵﾌﾞﾄﾞﾘｰﾑｽﾞ ｶﾞﾙﾑｷｬｯﾄ きたチュー   ﾉｰｽｻﾞﾜｰﾙﾄﾞ なおちゅう ｸﾗヴｧｼｭﾄﾞｰﾙ   ｼｮｳﾅﾝﾀﾞｽﾞﾙ    

ﾍヴﾝｽﾞｸﾗｲ ﾊｰﾂｸﾗｲ ﾒｼﾞﾛﾂﾎﾞﾈ  ｴｿﾞﾀﾞｲﾓﾝ けいぴぃ   ｵﾊｷﾞ  ﾊﾅﾋﾞﾏﾝｶｲ  ｶﾇﾒﾗﾋﾞｰﾁ あまの ｸﾞﾛｰﾘｰヴｪｲｽげいぴぃ   

ｸﾞﾗヴｨｽ ﾊｰﾂｸﾗｲ ﾗヴｽﾞｵﾝﾘｰﾐｰ  ﾊﾞﾄﾙﾊｰﾃﾞﾝ ふじまる ﾃﾞｨｰﾝｽﾞﾘｽﾀｰふじまる   ﾗヴﾕｰﾗｲヴ ふじまる ﾗヴｽﾞｵﾝﾘｰﾕ たーまちゅう ｼﾞﾝｺﾞｲｽﾄ  ｶﾃﾞﾅﾀﾞﾑｰﾙ ふじまる

ｷﾝｸﾞﾋﾟﾝ ﾊｰﾂｸﾗｲ ﾗﾌﾞﾘｰﾍﾞﾙﾅﾃﾞｯﾄ ｸﾞﾗﾝﾍﾞﾙﾅﾃﾞｯﾄけいぴぃ             

ﾙｰｼﾞｭｽｴﾙﾃ ﾊｰﾂｸﾗｲ ﾘｭｽﾞｷﾅ  ﾙｰｼﾞｭｸｵｰﾚ おが ﾚｯﾄﾞヴｪﾙﾃｨｽきたチュー ﾚｯﾄﾞｼﾞｪﾈｼｽ ブクロ         

ｴﾎﾞﾙヴｨﾝｸﾞ ﾊｰﾂｸﾗｲ ﾘﾘｻｲﾄﾞ  ﾅｲﾄﾞﾙﾌ    ｸﾛｰヴｨｽ きたチュー ﾘﾘﾚﾌｱ きたチュー ｱﾗｽｶ  ｻﾄﾉｺﾒｯﾄ  ﾘｽｸﾞﾗｼｭｰ きたチュー

ﾛｰﾄﾞｳｨﾝｻﾞｰ ﾊｰﾂｸﾗｲ ﾜｲﾙﾄﾞｺｺ  ﾛｰﾄﾞﾏﾝﾊｲﾑ あごしゃくれ   ヴｪﾙﾄﾊｲﾑ あごしゃくれ ヴｨｰｽﾊﾞｰﾃﾞﾝ ﾌｧｲﾅﾗｲｽﾞ あごしゃくれ ｼｸﾞﾅﾗｲｽﾞ サイダー   

ﾚｯﾄﾞｾﾗｽ ﾊｰﾋﾞﾝｼﾞｬｰ ｱｽﾄﾗｲｱ ふじまる               

ﾁﾙｶｰﾉ ﾊｰﾋﾞﾝｼﾞｬｰ ｱﾛﾏﾃｨｺ    ｼﾞｵｸﾞﾘﾌ  ｱﾙﾋﾞｰｼﾞｬ まっつん ﾌｧｰﾄｩｱ  ｺﾊﾟｶﾃｨ サイダー     

ｴｸﾞｻﾞﾙﾃｰｼｮﾝ ﾊｰﾋﾞﾝｼﾞｬｰ ヴｨｸﾄﾘｰﾏｰﾁ ブクロ   ﾋﾞｰｵﾝｻﾞﾏｰﾁ  ｼﾙヴｪｽﾀｰ  ヴｨﾌﾞﾗﾝﾄ  ｻﾄﾉﾌｧｲﾀｰ  ｼｰﾙヴｨｸﾄﾘｰ  ｽﾃｲﾄﾘｰﾏｰﾁ  

ｴﾘｶヴｧﾘｴﾝﾃ ﾊｰﾋﾞﾝｼﾞｬｰ ｵｰﾛﾗｴﾝﾌﾞﾚﾑ まっつん ﾎﾟｰﾗﾗｲﾂ              

 ﾊｰﾋﾞﾝｼﾞｬｰ ｵﾂｳ きたチュー ｵｼｹﾞ  ｷﾝｸﾞﾛｺﾏｲｶｲ  ﾏｼﾞｶﾙｽﾃｰｼﾞ          

ﾁｪﾚｽﾀ ﾊｰﾋﾞﾝｼﾞｬｰ ｶﾘﾝﾊﾞ  ｴﾅｼﾞｰﾁｬｲﾑ けいぴぃ             

ｷｬﾝﾃﾞｨﾚｲ ﾊｰﾋﾞﾝｼﾞｬｰ ｷｬﾝﾃﾞｨｹｲﾝ けいぴぃ               

 ﾊｰﾋﾞﾝｼﾞｬｰ ｽﾅｯﾁﾏｲﾝﾄﾞ コンサイ ﾒｲｸｱｽﾅｯﾁ    ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾅｯﾁ コンサイ         

ﾁｪﾙヴｨﾆｱ ﾊｰﾋﾞﾝｼﾞｬｰ ﾁｪｯｷｰﾉ まっつん ﾉｯｷﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄまっつん             

ﾚｯﾄﾞｽｳｨﾝｸﾞ ﾊｰﾋﾞﾝｼﾞｬｰ ﾃﾞｨヴｧｲﾝﾊｲﾂ きたチュー               

ﾃｳﾒｯｻ ﾊｰﾋﾞﾝｼﾞｬｰ ﾌﾟﾛｸﾘｽ あまの ﾐﾙｻﾞﾑ  ﾗﾝﾌﾟﾛﾌｧｲｱ  ｸﾘｵｽﾞﾅ          

ﾋﾟｭｱｽﾏｲﾙ ﾊｰﾋﾞﾝｼﾞｬｰ ﾚｲﾘｵﾝ  ﾗﾚｰﾇﾃﾞﾘｽ きたチュー             

 ﾊｰﾋﾞﾝｼﾞｬｰ ﾚｽﾍﾟﾗﾝｽ ワッツ君     ｱｲｱｹﾞｰﾄ  ﾏﾙヴｨｰﾅ        

ｵﾀﾙｸﾞﾘｰﾝ ﾊｰﾋﾞﾝｼﾞｬｰ ﾚｯﾄﾞｶﾁｭｰｼｬ きたチュー ｳｨﾝｸﾙﾃｨｱﾗ  ヴｧｲｵﾙﾅ  ﾙｰｼﾞｭｼﾞｬﾄﾞｰﾙ         

 ﾊｰﾋﾞﾝｼﾞｬｰ ﾚｯﾄﾞｻｸﾔ ジェイ               

ｱﾙﾌﾟｽｵｼﾞｮｰ ﾊﾟｲﾛ ｲｻﾞﾍﾞﾙﾄﾞｽﾒｰﾝ けいぴぃ ｹﾞｰﾙｻﾝﾀﾞｰ          ｲｻﾞﾍﾞﾙﾛｰｽﾞ    

 ﾊﾟｲﾛ ﾀﾞｲﾜｴﾄﾜｰﾙ ジェイ               

ﾎｰﾊｲﾄ ﾊﾞｺﾞ ｱﾝﾄﾞﾚﾙﾉｰﾄﾙ いとけん   ｼｭﾚﾑ  ﾙｺﾘｴ  ｱﾌﾟﾚﾗﾌﾟﾘｭｲ  ｾﾛｼｱ  ﾓｰﾌｨｱｽ    

ｷｬﾝｼｰｴﾝｾﾞﾙ ﾊﾞｺﾞ ヴｫﾙﾄﾞﾆｭｲ あごしゃくれ ﾏﾝﾃｨｺｱ  ｽﾊﾟｰｸﾙｱｲｽﾞ  ｲﾝﾌｨｵﾗｰﾀ    ﾕｰﾌｫﾆｰ  ｱﾒｲｼﾞﾝｸﾞｾﾝｽあごしゃくれ   

 ﾊﾞｺﾞ ｴﾎﾟｶﾛｰｻﾞ  ﾊｰﾄﾌﾙｱｰｽ  ｷﾞｮｸﾘｭｳ  ｼﾞｭﾃｰﾑ  ｹﾝｼﾛｳ  ﾌﾚﾝﾄﾞﾋﾟﾝｸ  ｴｲｼﾝｴﾎﾟｶﾙ  ｼｬﾝﾃｨﾛｰｻﾞ たまちゅう

 ﾊﾞﾄﾙﾌﾟﾗﾝ ﾀﾞｲﾜﾉﾌﾞﾚｽ モッちゃん ﾌﾚﾝﾄﾞﾛｰｽﾞ    ﾍｱﾘｯﾋ  ﾏｲﾈﾙﾄﾞｩﾏﾝ  ｼﾝﾋﾞｼﾞｳﾑ    ｺｽﾓｷﾊﾞﾚ  

ﾍﾟｲｼｬｴｰﾙ ﾊﾞﾝﾌﾞｰｴｰﾙ ﾏﾛﾝﾍﾞﾙ たまちゅう   ﾃﾞｨｰｼﾞｪｰｻﾝ    ｼﾞｮｲ        

ｴｲｼﾝﾎﾟﾝﾄｽ ﾋﾞｰﾁﾊﾟﾄﾛｰﾙ ｴｰｼﾝｼﾞｪﾈｼｽ 巨神兵 ｴｲｼﾝｴﾎﾟｯｸ  ｻﾝｴｲﾌｫﾚｽﾄ  ｴｲｼﾝﾋﾞｯｸﾞﾎﾞｽ ｴｲｼﾝｻﾙｰﾄ  ﾘﾌﾟﾘｰﾄ  ｳｯﾃﾞｨﾍﾞｱｰ    

 ﾋﾞｰﾁﾊﾟﾄﾛｰﾙ ﾛｼﾞﾅﾝ たまちゅう ｻﾝﾗｲｽﾞｻﾗｰ  ﾅﾝﾉｼﾞｮｰﾀﾞﾝ  ﾛｼﾞﾃﾞｨｰﾌﾟ  ﾛｼﾞｼｯﾌﾟ        

ｻﾞｯﾂ ﾋﾞｯｸﾞｱｰｻｰ ﾌｪｱﾘｰﾛﾝﾄﾞ たまちゅう ｸｰﾗﾝﾄ  ﾅヴｨｹﾞｲﾀｰ    ﾄﾐｹﾝｱﾗﾊﾞｰﾙ   ﾄﾞﾜｰﾌ  ｼﾞｬｯｸﾌﾛｽﾄ  

ｴﾏﾆｴﾙ ﾋﾞｯｸﾞｱｰｻｰ ﾍﾞｯﾗｲﾘｽ ワッツ君 ﾄﾘｯｼｭ  ﾀｲｹﾞﾝ    ﾍﾞｯﾛｺﾙｻ        

ｷｯｸｱｰｻｰ ﾋﾞｯｸﾞｱｰｻｰ ﾏｲｽﾌｫﾙﾃ ジェイ ﾊﾞﾝｸｪｯﾄ    ｵｰｼｬﾝﾌﾛﾝﾄ  ｼｭﾃﾙｸｽﾄ        

ｽﾄﾚﾝｼﾞｬｰ ﾌｧｲﾝﾆｰﾄﾞﾙ ｱﾄﾞﾙﾅﾒﾝﾃ れっど   ﾎﾞｰﾄﾞﾒﾝﾊﾞｰ  ﾀﾞﾝｸｼｮｯﾄ          

ﾌｧｲﾝﾗｲﾝ ﾌｧｲﾝﾆｰﾄﾞﾙ ﾃﾞｨｰﾌﾟｻｳｽ ワッツ君 ﾏｼﾞｰｸ  ｻｻﾞﾝｽﾃｰﾄ  ﾌﾟﾘﾝｽｾﾞﾝﾅﾝ  ﾃﾞｨｷｼｰｸﾞﾛｳ        

ﾀｰｺｲｽﾞﾌﾘﾝｼﾞ ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄﾞ ｱｽﾞｰﾙﾑｰﾝ  ｱｽﾞﾗｲﾄﾑｰﾝ まっつん             

ﾊﾞｰﾄﾞｳｫｯﾁｬｰ ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄﾞ ｱﾊﾟﾊﾟﾈ  ｱｽﾊﾟﾙﾃﾞｨｰｺ ふじまる   ｱｶｲﾄﾘﾉﾑｽﾒ ふじまる ﾗｲﾝﾍﾞｯｸ ふじまる   ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ふじまる ﾓｸﾚﾚ ふじまる

ﾁｬﾝﾄﾞﾗ ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄﾞ ｳｨﾝﾀｰｺｽﾓｽ ブクロ ｳｨﾝﾀｰﾀﾞﾌﾈ    ｼｭﾄｩﾙｰﾃﾞﾙ  ｱﾙﾍﾞﾛﾍﾞｯﾛ  ﾚｰｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 巨神兵 ｱｲｽﾊﾞﾌﾞﾙ  ﾊﾞﾆｰﾃｰﾙ  

ｸﾙﾐﾅｰﾚ ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄﾞ ｸﾛｳｷｬﾆｵﾝ  ｱﾗﾒﾀﾞ おが ﾀﾞﾝﾃｽヴｭｰ あまの ﾖｰﾎｰﾚｲｸ あまの ｽﾄｰﾝﾘｯｼﾞ あまの ｸｰﾙｳｫｰﾀｰ  ﾌｫｯｸｽｸﾘｰｸ なおちゅう ｸﾘｱｻﾞﾄﾗｯｸ いとけん

ｶｴﾙﾑ ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄﾞ ﾊｳｵﾘ    ｻｲﾙｰﾝ ワッツ君 ﾃｲﾃﾞ      ｵﾊﾅ  ﾊﾅﾚｲﾑｰﾝ サイダー

ﾎﾟﾁｮﾗｰﾀﾞ ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄﾞ ﾊﾏﾋﾙｶﾞｵ いとけん ﾀﾞｯｸﾀﾞｲヴ              

ﾀｯｹﾝｳﾙﾙ ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄﾞ ﾐﾘｱｸﾞﾗｼｱ  ﾀｯｹﾝｲｯｷ  ｵｰﾙﾀｲﾑﾊｲ ブクロ ｻﾄﾉｸﾘｰﾁｬｰ  ｸﾚｱｰﾚ おが       

ﾗｽｶﾝﾌﾞﾚｽ ﾌﾞﾘｯｸｽｱﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙｱｰｽﾗｲｽﾞ きたチュー   ﾏﾋﾅﾗｲｽﾞ            

ｲｰｸﾞﾙﾉﾜｰﾙ ﾌﾞﾘｯｸｽｱﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙｱﾙﾃｨﾏﾌﾞﾗｯﾄﾞ まっつん   ﾒﾛﾃﾞｨｰﾌｪｱ            

ﾋｯﾄｱﾝﾄﾞﾛｰﾙ ﾌﾞﾘｯｸｽｱﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙｴｵﾘｱﾝﾊｰﾌﾟ なおちゅう ｲｿﾞﾚｴｵﾘｱ  ｻﾄﾉｸﾗｰｼﾞｭ    ﾏﾙｶｴｲﾍﾟｯｸｽ ｼｪﾊﾟｰﾄﾞﾎﾞｰｲ  ｴｵﾘｱﾝｽｹｰﾙ ヴｫﾙﾌﾄｰﾝ  

ｾﾝｸﾞﾝﾊﾞﾝﾊﾞ ﾌﾞﾘｯｸｽｱﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙｴﾙﾃﾞｨｱﾏﾝﾃ たまちゅう ｴﾙﾃﾞｨｱﾅ              

ｸﾗﾝﾌｫｰﾄﾞ ﾌﾞﾘｯｸｽｱﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙｴﾝｼﾞｪﾙﾌｪｲｽ    ﾛｰﾄﾞﾚｾﾞﾙ ドメゾウ           

 ﾌﾞﾘｯｸｽｱﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙｵｰﾄｸﾚｰﾙ れっど   ﾌﾞﾛｰｻﾞﾎｰﾝ            

ヴｨｽﾏｰﾙ ﾌﾞﾘｯｸｽｱﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙｵｰﾏｲﾍﾞｲﾋﾞｰ  ﾀﾞﾉﾝｼﾞｭﾘｱｽ きたチュー ｸﾚｲﾄﾞﾙ  ｽﾃﾗヴｪﾛｰﾁｪきたチュー ﾋﾞｯﾄｸﾗｯｼｬｰ        

ｼｴﾙｻﾝﾘﾐｯﾄ ﾌﾞﾘｯｸｽｱﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙｵｰﾛﾄﾗｼﾞｪ ブクロ               

ﾋｼｱﾏﾚｯﾄ ﾌﾞﾘｯｸｽｱﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙｶﾞｰﾙｵﾝﾌｧｲｱ  ｺｽﾓﾌﾗﾝﾒ  ﾎｳｵｳﾌﾞﾘｯﾂ けいぴぃ     ﾎｳｵｳﾗｲｼﾞﾝ れっど ｱﾝヴｧﾝｼﾌﾞﾙ ワッツ君 ｱｸﾞﾆｼｬｲﾝ  

ｴﾚｸﾄﾘｯｸﾌﾞｷﾞ ﾌﾞﾘｯｸｽｱﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙｶｲｻﾞｰﾊﾞﾙ たまちゅう               

名前が左にある人ほど、その馬に対する優先順位が上になります。但し馬名登録されずに終った馬と、25年以上前の母馬所有者はこの表に反映されていないのでご注意ください。見落としや間違いがあったらお許しを…ヾ(^-^;) 7 / 12ページ



第32回舞木POG　優先権一覧表 優先権データは、母＝過去24年、兄姉＝過去７年まで遡って調べてあります。それ以前のデータが知りたい方は、管理人に聞いてください。馬名は4/16時点の決定及び予定馬名です。

馬名 父名 母名 母所有 2020年産 31回所有 2019年産 30回所有 2018年産 29回所有 2017年産 28回所有 2016年産 27回所有 2015年産 26回所有 2014年産 25回所有

ﾘﾘｰｽﾞﾌﾞﾙｰﾑ ﾌﾞﾘｯｸｽｱﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙｷﾝｸﾞｽﾐｰﾙ  ｱｵｲｺｳｷ    ｱｽｸｽﾀｲﾙﾏﾝ ブクロ ｵｽｶｰｽﾃｰｼﾞ  ｱｰﾙｼﾞｵｰﾙ      

ﾘﾌﾟﾚｯﾄ ﾌﾞﾘｯｸｽｱﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙｻｻﾞﾅﾐ いとけん   ｽｽﾞﾅﾐ            

ﾐｴﾉｼﾞｭﾋﾟﾀｰ ﾌﾞﾘｯｸｽｱﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙｻﾄﾉｼﾞｭﾋﾟﾀｰ  ｻﾄﾉｱﾝﾀﾚｽ  ｼｴﾙ    ｱｽﾃﾛｲﾄﾞﾍﾞﾙﾄサイダー ｼﾞｭﾋﾟﾀｰｽﾞﾗｲﾄ     

ｶﾙﾃﾞｱ ﾌﾞﾘｯｸｽｱﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙｻﾗﾌｨﾅ  ﾌﾞﾗｯｸﾋﾙ    ﾏｲﾌﾟﾚｼｬｽ  ｻヴｧﾗﾝ  ｺﾞｰﾀｲﾐﾝｸﾞ  ﾌﾟﾘｭｽ おが ｼﾞｪﾆｱﾙ  

ｻｳﾝﾄﾞｲヴｫｰｸ ﾌﾞﾘｯｸｽｱﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙｽｸｰﾋﾞﾄﾞｩｰ  ﾒｲｼｮｳｻﾄﾕｷ  ｻｳﾝﾄﾞﾋﾞﾊﾞｰﾁｪ ﾒｲｼｮｳｺﾁｶｾﾞ      ﾒｲｼｮｳﾒｲﾎｳ  ﾕｲﾌｨｰﾕ コンサイ

ｽﾀｰﾘﾝｸﾞｱｯﾌﾟ ﾌﾞﾘｯｸｽｱﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙｿｳﾙｽﾀｰﾘﾝｸﾞ たまちゅう               

ﾃﾗﾒﾘﾀ ﾌﾞﾘｯｸｽｱﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙﾃﾗﾉヴｧ れっど               

ｹｰﾌﾞﾊﾟｰﾙ ﾌﾞﾘｯｸｽｱﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙﾊﾅﾚｲﾑｰﾝ サイダー               

ｽﾊﾟﾙﾃｨｰﾄ ﾌﾞﾘｯｸｽｱﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙﾊﾟﾙﾃｨﾄｩｰﾗ ドメゾウ ﾀｽﾃｨｴｰﾗ              

ｼｬｲﾝﾈｲﾄ ﾌﾞﾘｯｸｽｱﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙﾌｨｰﾙﾌﾘｰﾘｰ いとけん ｼﾞｭｰﾝﾌﾘｰﾀﾞﾑ ｼﾞｭｰﾝﾌﾗﾜｰ  ｲﾝヴｧﾙﾅﾌﾞﾙ  ｲﾀｽﾞﾗｳﾅｷﾞ  ﾌｨｰﾙｵｰｹｰ      

ﾊﾐﾝｸﾞ ﾌﾞﾘｯｸｽｱﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙﾌﾞﾘｯﾂﾌｨﾅｰﾚ      ﾋﾞｯｸﾞﾘﾎﾞﾝ いとけん ﾃｨｱﾗ アンドウ     ｷｾｷ  

ﾏﾃﾝﾛｳﾃﾞｨｱﾅ ﾌﾞﾘｯｸｽｱﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙﾌﾞﾙｯｸﾃﾞｲﾙ 巨神兵 ﾄﾞｸﾀｰﾄﾞﾘﾄﾙ  ｿﾌｨｰｽﾞﾁｮｲｽ            

ﾓﾝﾀﾝヴｪｰﾙ ﾌﾞﾘｯｸｽｱﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙﾌﾚｼﾞｪｰﾙ ワッツ君   ｴｷﾞｰﾕ    ﾌﾛﾝﾄﾌﾘｯﾌﾟ  ﾌｨﾙｽﾄﾊﾞｰﾝ      

ｱｽｸｶﾑｵﾝﾓｱ ﾌﾞﾘｯｸｽｱﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙﾏｷｼﾏﾑﾄﾞﾊﾟﾘ  ﾗｲﾂｵﾌﾞｷﾝｸﾞｽモッちゃん ヴｨｸﾄｰﾙﾄﾞﾊﾟﾘ           

 ﾌﾞﾘｯｸｽｱﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙﾏﾝﾊｯﾀﾝｾﾚﾌﾞ  ｱｰｹｲﾃﾞｨｱ    ｾｲﾊﾛｰﾄｩﾕｰ  ｸｯｷｰｼｮｯﾄ  ﾃﾞﾙﾏﾓﾝﾏﾙﾄﾙ ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ  ｿｰｼｬﾗｲﾂ あごしゃくれ

ﾌｫｰｼﾞﾄﾞﾌﾞﾘｯｸ ﾌﾞﾘｯｸｽｱﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙﾘｰﾌﾟｵﾌﾞﾌｪｲｽ けいぴぃ ﾏｲﾃﾞｨｰﾚﾏｲ  ﾘｰﾌﾞｽﾞｵﾌﾞｸﾞﾗｽ ﾙｰﾘﾝｸﾞ  ｸﾚﾃﾞﾝｻﾞ  ｻﾞﾒｲﾀﾞﾝ  ﾍｯﾄﾞｽﾀｰﾄ  ﾌｧｰﾑﾌｪｲｽ  

ﾎｳｵｳﾀﾞｲｱﾝ ﾌﾞﾘｯｸｽｱﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙﾚｰﾇﾄﾞﾌﾞﾘｴ ふじまる ｱヴﾆｰﾙﾄﾞﾌﾞﾘｴ ﾛﾏﾝﾄﾞﾌﾞﾘｴ            

ｷｬﾈﾙ ﾌﾞﾘｯｸｽｱﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙﾚｯﾄﾞﾗヴｨｰﾀ コンサイ ﾃﾞｭﾒｲｶｽﾞﾏ  ﾏﾃﾝﾛｳｽｶｲ  ﾍﾞｽﾄｼﾝｶﾞｰ          

ﾌﾐﾊﾞﾚｯﾄ ﾌﾞﾘｯｸｽｱﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙﾛﾌﾃｨｰｴｲﾑ  ﾛﾌﾃｨｰｲﾃﾞｱﾙ ﾛﾌﾃｨｰｽﾏｲﾙ  ｴｲﾑﾄｩﾙｰ  ﾛﾌﾃｨｰﾋﾟｰｸ  ﾃｷｰﾗ  ｴｲﾑｱﾝﾄﾞｴﾝﾄﾞサイダー ﾊﾞﾙﾄﾗﾝｽ  

ｽﾀｰｶｼｵﾍﾟｱ ﾍﾞｽﾄｳｫｰﾘｱ ｼｼﾘｱﾝﾌﾞﾘｰｽﾞ      ｱﾚﾄｩｰｻﾞ  ｼﾞﾙｼﾞｪﾝﾃｨ  ｱﾄﾐｯｸｶﾞｲ  ヴｧﾙﾃﾞｨﾉｰﾄ ドメゾウ   

ｷｭﾘｴｰﾙ ﾍﾆｰﾋｭｰｽﾞ ｳｨｷｯﾄﾞｱｲｽﾞ もんた ﾒﾘｰﾌﾟﾗﾝｸ              

ﾌﾞﾗｽﾄﾊﾞﾛｰｽﾞ ﾍﾆｰﾋｭｰｽﾞ ｺﾞｯﾄﾞﾌｪﾆｯｸｽ ワッツ君 ﾀｲｾｲﾏｲﾃｨ  ｸﾛｽｵﾌﾞｺﾞｰﾙﾄ ゙ ｺﾞｯﾄﾞｵﾌﾞﾛﾝﾄﾞﾝ   ｺﾞｯﾄﾞﾄｰﾙ  ﾛｲﾔﾙﾊﾞﾛｰｽﾞ あまの ｼｮｳﾅﾝｱﾙﾏｰ  

ｱﾏﾝﾃﾋﾞｱﾝｺ ﾍﾆｰﾋｭｰｽﾞ ﾕｷﾁｬﾝ    ﾊｲｱﾑｽﾞﾋﾞｰﾁ コンサイ   ﾗﾃﾏｷｱｰﾄ  ﾏｲﾖﾌﾞﾗﾝ  ﾊｳﾅﾆ    

ｾﾞﾙﾄｻﾞｰﾑ ﾍﾆｰﾋｭｰｽﾞ ﾛｻﾞﾘｳﾑ れっど ﾋﾞｯｸﾞﾋｯﾌﾟ    ﾐｯｷｰｾｻﾐ  ﾌｪｲﾀﾘｽﾞﾑ        

ｷﾀﾉﾚｶﾞｰﾛ ﾎｯｺｰﾀﾙﾏｴ ﾒﾓﾘｰｵﾌﾞﾊｰｽ いとけん ｷﾀﾉﾚｼﾞｰﾀ  ﾒﾙｼｰ  ｻﾞヴｨﾈﾘ  ﾌｫｰｽｵﾌﾞﾗｲﾌ        

ｼｬﾝﾍﾟｰﾄﾙ ﾏｲﾝﾄﾞﾕｱﾋﾞｽｹｯﾂｸﾞﾚｲｼｬｽｷﾞｬﾙ ドメゾウ               

ﾄｰｾﾝﾚｽﾀｰ ﾏｲﾝﾄﾞﾕｱﾋﾞｽｹｯﾂｹｱﾚｽｳｨｽﾊﾟｰ  ﾀﾞｸﾞﾌｫｰｽ  ｽﾍﾟｸﾄﾛｸﾞﾗﾑ  ﾄﾗｽﾄﾐｰ モッちゃん ｸﾞﾚｲｽﾌﾙﾀﾞﾝｽ ｽｲｰﾄｳｨｽﾊﾟｰ ﾄｰｾﾝｱﾙﾀｲﾙ ふじまる   

ﾗｲﾍﾟﾆﾝｸﾞ ﾏｲﾝﾄﾞﾕｱﾋﾞｽｹｯﾂｼﾅｼﾞｰｳｨｽﾊﾟｰ おが   ﾌｪｽﾞｶｽﾞﾏ  ｾﾝｼｮｳﾗｲﾂ    ｻｽｸｪﾊﾝﾅ  ﾀｲﾌﾟﾂｰｴｰ    

ｱｲｳｨﾙﾋﾞｰ ﾏｲﾝﾄﾞﾕｱﾋﾞｽｹｯﾂﾀﾞｰｸｻﾌｧｲｱ      ｾﾌｧｰﾗｼﾞｴﾙ けいぴぃ ﾐｰｱｼｬﾑ  ﾌﾞﾙｽｸｰﾛ  ｺｰﾃﾞｨｴﾗｲﾄ    

ﾌﾞﾚｲヴﾘｰ ﾏｲﾝﾄﾞﾕｱﾋﾞｽｹｯﾂﾃﾞｱﾘﾝｸﾞﾊｰﾄ  ｵｰｻﾑﾃﾞｱﾗｰ    ﾃﾞｱﾘﾝｸﾞｳｰﾏﾝ ｴﾀｰﾅﾙﾊｰﾄ    ﾗヴﾌｧﾝｼﾌﾙ  ﾊｰﾄﾘｯﾁ きたチュー

ｳｲﾝﾌﾞﾘｴ ﾏｲﾝﾄﾞﾕｱﾋﾞｽｹｯﾂﾌﾗﾆｰﾌﾛｲﾄﾞ    ﾂｰﾎﾞﾝﾄﾞ  ﾚｯﾄﾞｱﾑﾆｽ モッちゃん ﾌﾛｲﾃﾞﾝﾍﾞﾙｸ ドメゾウ ｸﾞﾘｸﾞﾘ  ﾓﾊﾝﾏﾃﾞｨ  ﾌﾗｲﾍﾞﾙｸ ワッツ君

ﾄﾞﾙﾁｱｰﾘｱ ﾏｲﾝﾄﾞﾕｱﾋﾞｽｹｯﾂﾒｼﾞｬｰﾏｼﾞｯｸ ふじまる               

 ﾏｲﾝﾄﾞﾕｱﾋﾞｽｹｯﾂﾚｰﾇﾙﾈｻﾝｽ きたチュー ﾚｲﾝﾎﾞｰｳｪｻﾞ  ー             

 ﾏｲﾝﾄﾞﾕｱﾋﾞｽｹｯﾂﾚｯﾄﾞﾗﾐｱ ジェイ ﾗﾐｭﾛｽ    ﾚｯﾄﾞｴﾀﾆﾃｨ          

ﾄｰｾﾝﾙｰｶｽ ﾏｸﾏﾎﾝ ﾄｰｾﾝﾋﾞｸﾄﾘｰ れっど               

ﾊﾟｼｭﾐﾅ ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸｳｫﾘｱｰｱﾜｰｸﾞﾗｽ 巨神兵 ｽﾏｲﾘﾝｸﾞﾃﾞｲｽ ゙ ﾅヴｧｲｵ    ｱﾏﾃﾞﾄﾜｰﾙ  ﾌﾗﾙ  ﾛｰｽﾞﾃﾞヴｧﾝ  ｱｼｮｰﾏ  

ﾉｯﾄｲﾅﾌ ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸｳｫﾘｱｰｸﾗｲﾐﾝｸﾞﾛｰｽﾞ 巨神兵 ﾊﾟﾗｼｭﾗｰﾏ  ﾌｫｰﾁｭﾝﾃﾗｰ            

 ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸｳｫﾘｱｰｼﾞｯﾊﾟｰﾚｰﾝ 巨神兵               

 ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸｳｫﾘｱｰｼｬﾝﾊﾟﾝﾏﾘｰ あごしゃくれ   ｼｬﾝﾊﾟﾝﾄﾞﾊﾞｲ    ﾏﾆｰﾙﾘｯﾋ      ﾌｨｰﾙｻﾞﾌｫｰｽ 

ｸｴﾝﾄﾏｼﾞｪｽﾀ ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸｳｫﾘｱｰﾃﾞｨｰﾌﾟｽﾄｰﾘｰ コンサイ ﾏﾙｸﾊﾟｰｼﾞｭ  ﾍﾞｱｰｻﾞﾍﾞﾙ  ﾅｲﾝｽﾄｰﾘｰｽﾞ ﾋﾞｰﾏｲｵｰｼｬﾝ       

ﾃﾞｭﾊﾞﾙｽﾄﾘｰﾄ ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸｳｫﾘｱﾙーｱｰｽﾞｽﾄﾘｰﾄ あごしゃくれ ｺｺﾅｯﾂﾌﾞﾗｳﾝ  ｴｺﾛｶﾞﾅﾄﾞｰﾙ  ｻﾝﾌﾛｰﾘｽ  ｸﾞﾚｰﾄﾊﾞﾛｰｽﾞあごしゃくれ ﾙｰﾅｸｵｰﾚ    ｻﾄﾉｼﾞｰｶﾞｰ あごしゃくれ

ﾊｰﾊﾞｰﾋﾞｭｰ ﾏﾂﾘﾀﾞｺﾞｯﾎ ｻﾏｰﾗｸﾞｰﾝ  ｳｲﾝｸﾞﾗﾝﾌﾞﾙ アーンドウ   ｸﾞﾛﾘﾕｰﾉﾜｰﾙ ﾘﾋﾞﾝｸﾞｺｰﾗﾙ  ｸﾞﾚﾝﾗｸﾞｰﾝ  ｳｲﾝﾀﾞｲﾊﾞｰ  ｳｲﾝﾌﾟﾗｰｼﾞｭ  

 ﾐｯｷｰｱｲﾙ ｵﾝヴｪﾗ    ｼﾞｪﾉﾊﾞﾌﾚｲﾊﾞ  ー ﾃﾞﾙﾏｱｼｭﾗ    ｴﾚﾍﾞﾙ  ﾓﾝｱﾑｰﾙ 巨神兵 ｻﾑﾃﾞｲｻﾑｳｪｱ 

 ﾐｯｷｰｱｲﾙ ｶｻﾌﾞﾗﾝｶｽﾏｲﾙ    ﾅﾁｭﾗﾘｽﾄ  ﾋﾟｭｱｺｻｰｼﾞｭ  ﾄｰﾎｳｳﾙﾏﾝ  ｹｲﾂｰﾃｿｰﾛ あごしゃくれ ﾄｳｼﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ あごしゃくれ ｼｪﾘﾚｰﾇ  

ｴﾘｶｶﾘｰﾅ ﾐｯｷｰｱｲﾙ ｷｬﾚﾓﾝｼｮｺﾗ  ｽﾌﾟﾚﾓﾌﾚｲﾊﾞ  ー ﾚﾓﾝｼｬｰﾍﾞｯﾄ  ｶﾞﾄｰﾊﾞｽｸ  ｻｲｸﾛﾄﾛﾝ あまの       

 ﾐｯｷｰｱｲﾙ ｺﾅﾌﾞﾘｭﾜｰｽﾞ 巨神兵 ｺﾅｺｰｽﾄ  ｺﾅﾌﾞﾗｯｸ  ｻﾄﾞﾙﾛｰﾄﾞ  ｶｲﾙｱｺﾅ        

ﾌﾘｰﾀﾞﾑﾚｲﾝ ﾐｯｷｰｱｲﾙ ﾏﾝﾃﾞﾗ  ﾏﾝﾃﾞヴｨﾗ もんた ｼｮｼｮﾛｰｻﾞ もんた   ヴｪﾙﾄﾗｲｾﾞﾝﾃお゙が ﾜｰﾙﾄﾞﾌﾟﾚﾐｱ コンサイ   ﾏﾝﾊｲﾑ  

ｸﾗﾝｸﾞﾌｧﾙﾍﾞ ﾐｯｷｰｱｲﾙ ﾐﾗｸﾞﾚ ジェイ ﾌｧｾﾞﾄﾞｰﾙ  ﾍﾟｶﾞｰﾙ            

ﾌｪｱｱｲﾙ ﾐｯｷｰｱｲﾙ ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｸﾛｽ  ﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾎｰﾌﾟ    ﾌｰﾗﾘ    ｶﾘﾅﾝ  ｻﾄﾉﾚｯｸｽ  ﾐｯｷｰｸﾛｽ きたチュー

ﾌｫｰﾄﾎﾞﾔｰﾙ ﾐｯｷｰｱｲﾙ ﾛｰｴｷｽｷｰｽﾞ  ｴﾘｸｼｰﾙ  ｸﾞﾚｰﾄｷｬﾝﾍﾞﾗきたチュー ｶﾌｼﾞヴｨｵﾚｯﾀ         

 ﾐｯｷｰﾛｹｯﾄ ﾀﾞﾉﾝｼﾞｬﾝﾇ コンサイ ﾀﾞﾉﾝﾋｭｰﾏ  ﾀﾞﾉﾝﾚﾍﾞｯｶ  ﾀﾞﾉﾝﾄﾞﾘｰﾏｰ          

 ﾐｯｷｰﾛｹｯﾄ ﾀﾞﾉﾝﾁｪﾘｰ いとけん ﾀﾞﾉﾝﾌﾚｱ              

ﾐﾆﾏﾑﾐｯｷｰ ﾐｯｷｰﾛｹｯﾄ ﾐｯｷｰｸﾛｽ きたチュー               

ﾜｰﾌﾟ ﾐｯｷｰﾛｹｯﾄ ﾙﾐﾅｽｸﾞﾙｰヴ たまちゅう   ｿﾘｽﾙｸｽ  ﾕｰﾛﾎﾟｯﾌﾟ  ｱﾄﾞﾏｲﾔﾙﾐﾅｽ ﾏﾗｽｷｰﾉ    ﾊｷﾞﾉｴｽｶｰﾀﾞ  

 ﾒｲｼｮｳﾎﾞｰﾗｰ ｸﾘﾆｴﾙﾄﾞｩｵﾙ ブクロ     ｶｼｪﾙ  ｱﾝﾃｨｰｸﾌﾞｰｹ ﾌﾟｶﾅﾗ    ﾌﾟｴﾙﾀﾃﾞﾙｿﾙ  

名前が左にある人ほど、その馬に対する優先順位が上になります。但し馬名登録されずに終った馬と、25年以上前の母馬所有者はこの表に反映されていないのでご注意ください。見落としや間違いがあったらお許しを…ヾ(^-^;) 8 / 12ページ



第32回舞木POG　優先権一覧表 優先権データは、母＝過去24年、兄姉＝過去７年まで遡って調べてあります。それ以前のデータが知りたい方は、管理人に聞いてください。馬名は4/16時点の決定及び予定馬名です。

馬名 父名 母名 母所有 2020年産 31回所有 2019年産 30回所有 2018年産 29回所有 2017年産 28回所有 2016年産 27回所有 2015年産 26回所有 2014年産 25回所有

ｻヴｫｲｱ ﾓｰﾆﾝ ﾓﾝﾚｰヴﾘｱﾝ ブクロ ｼｪﾅﾚﾓﾝ  ｹﾞﾌﾞﾚｾﾗｼｴ  ﾊｯﾋﾟｰﾓﾝﾁｬﾝ  ｺｱﾄﾞﾗｲヴ        

 ﾓｰﾆﾝ ﾚｯﾄﾞｶﾙﾃﾞｨｱ なおちゅう               

ｸﾞﾚｯｿﾈｲ ﾓｰﾘｽ ｱﾄﾞﾏｲﾔﾛｰｻﾞ ふじまる               

ﾗﾝﾎﾟﾚｯｷｵ ﾓｰﾘｽ ヴｨｱﾒﾃﾞｨﾁ    ヴｨｱﾙﾈｯｻﾝｽ ﾌｨｰﾙﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ ｱﾛﾊﾇｲﾛｱ  ｱﾄﾞﾏｲﾔﾏｰｽﾞ なおちゅう ﾌﾚｯﾁｱ    

ｼヴｧｰｽ ﾓｰﾘｽ ヴｨﾌﾞﾛｽ ジェイ ヴｨﾝｾﾄﾞﾘｽ ドメゾウ             

ｳｲﾝﾎﾞﾚﾛ ﾓｰﾘｽ ｳｲﾝﾌﾟﾘﾒｰﾗ  ｳｲﾝﾘｭｸｽ  ｳｲﾝｼｭﾌﾟﾘｰﾑアンドウ ｳｲﾝﾒｲﾕｰﾙ          

ﾍﾙﾓｰｽﾞ ﾓｰﾘｽ ヴｪﾙｻﾞﾝﾃﾞｨ  ｺﾁｮｳﾗﾝ ジェイ ｱﾝｼﾞｭﾚｲ  ｳﾙｻﾞﾌﾞﾙﾝ  ﾋｼｴﾚｶﾞﾝｽ  ﾄﾞﾗｳﾌﾟﾆﾙ  ヴｪﾙｽﾊﾟｰ  ﾉﾙﾅｹﾞｽﾄ  

ﾉﾙﾝ ﾓｰﾘｽ ｳﾙﾄﾞ  ｲﾝﾃﾞｨｽﾄｰﾝ  ﾄｰﾎｳﾃﾞｨｱﾏﾝ  ヴｪｰﾙｸﾚｰﾙ 巨神兵         

ﾊｯﾄﾙｸﾞﾘﾑｽ ﾓｰﾘｽ ｴﾙﾉﾙﾃ たまちゅう   ﾘｰｾﾌｨﾖﾙﾄﾞ  ｸﾞﾗﾝｴｽﾍﾟﾗﾝｻ         

 ﾓｰﾘｽ ｷｭﾘｵｽﾃｨｰ けいぴぃ ｷｭﾍﾞﾘﾝ              

ｲｰｽﾄｵﾌﾞｴﾃﾞﾝ ﾓｰﾘｽ ｸｯｶｰﾆｬ  ﾅｹﾞｯﾄﾓﾝｽﾀｰ ｷｬﾛﾙ モッちゃん ｼﾞｬﾝｶﾙﾄﾞ  ｱｰﾓﾛｰﾄ  ｽｶｰヴｧﾃｨ      

ｺｰﾄﾘｰﾊﾞｳ ﾓｰﾘｽ ｻﾝｸﾞﾚｱﾙ けいぴぃ   ｴﾋﾟﾌﾟﾗﾝｾｽ  ｻﾝﾃﾃｨｴﾝﾇ  ｻﾝｸﾞﾉｰﾌﾞﾙ まっつん       

ｴヴｧﾝｼﾞｪﾘｰﾅ ﾓｰﾘｽ ｼﾞｪﾝﾃｨﾙﾄﾞﾝﾅ    ﾏﾘｰﾅﾄﾞﾝﾅ ブクロ ｼﾞｪﾗﾙﾃﾞｨｰﾅ アンドウ   ﾓｱﾅｱﾈﾗ もんた     

ﾄｰﾎｳﾚｸｽ ﾓｰﾘｽ ｼﾞﾌﾟｼｰﾊｲｳｪｲ  ｲﾃｨﾈﾗｰﾄﾙ    ﾐｽﾃﾘｰｳｪｲ れっど ｺｰｽﾀﾙﾁｬｰﾄ  ｺﾙﾃﾞﾄｩﾘｰﾆ  ｱﾏﾙﾌｨｺｰｽﾄ  ﾓﾝﾃｴｲﾈﾝ  

ｶｽﾞﾐｸﾗｰｼｭ ﾓｰﾘｽ ｼｬﾝﾎﾞｰﾙﾌｨｽﾞ まっつん   ﾃｷｻｽﾌｨｽﾞ  ｵﾚﾝｼﾞﾌｨｽﾞ  ｼｬﾝﾎﾞｰﾙﾛｯｿ ｷｬﾋﾞﾃｰｼｮﾝ      

 ﾓｰﾘｽ ｽﾃﾌｧﾆｰｽﾞｷﾄｩﾝ ﾊﾞﾛﾝｿﾞﾗｰﾚ  ｼｬﾄﾝｱﾝｼﾞｭ  ｸｲｰﾝｽﾞｷﾄｩﾝ もんた ｶﾄｩﾙｽﾌｪﾘｽ もんた       

 ﾓｰﾘｽ ｿｳﾙﾌﾙヴｫｲｽ きたチュー ｱｰﾑﾌﾞﾗﾝｼｭ  ｿｳﾙﾌﾙﾊｰﾄ      ﾏｰﾄﾞﾚヴｫｲｽ  ﾊﾟﾜﾌﾙヴｫｲｽ    

ｷｰﾉｰﾄ ﾓｰﾘｽ ﾀｯﾁﾝｸﾞｽﾋﾟｰﾁ ジェイ ｷﾝｸﾞｽﾞﾚｲﾝ ジェイ ｸﾛﾝﾏｸﾉｲｽﾞ もんた           

ｵｰﾙﾗｲｽﾞ ﾓｰﾘｽ ﾂﾙﾏﾙﾜﾝﾋﾟｰｽ  ﾌﾞﾗｽﾄｳｪｰﾌﾞ もんた ｻﾝﾄﾞﾚｽ もんた   ﾎｳｵｳﾋﾟｰｽﾌﾙもんた ヴｨｸﾄﾘｱﾋﾟｰｽもんた ﾌﾞﾗｽﾄﾜﾝﾋﾟｰｽもんた   

ﾛｸﾞﾗｰﾙ ﾓｰﾘｽ ﾃﾞｨｱﾃﾞﾗﾏﾄﾞﾚ まっつん   ﾚｶﾞﾗｰﾙ  ﾌｪｯﾄﾃﾞﾒｰﾙ ふじまる ｸﾗヴｪﾙ ふじまる       

ﾃﾞｨｱｸﾙｰﾅ ﾓｰﾘｽ ﾄｩﾘﾌｫｰ  ｸｲｰﾝﾉｼﾞｮｳ  ﾚヴｧﾝｼﾞﾙ ブクロ           

ｸﾗｼｶﾙﾁｪﾘｰ ﾓｰﾘｽ ﾄｰｾﾝｿﾚｲﾕ おが   ﾃﾞﾐ    ｸﾛｼｪｯﾄ        

ﾄﾞﾅｳﾜﾙﾂ ﾓｰﾘｽ ﾄﾞﾅｳﾌﾞﾙｰ  ﾄﾞﾅｳﾊﾟｰﾙ サイダー ｱﾙﾓﾊﾊﾞﾅ  ﾄﾞﾅｳｴﾚﾝ  ﾀﾞｰﾇﾋﾞｳｽ れっど ﾄﾞﾅｳﾃﾞﾙﾀ サイダー ｲｼｭﾄヴｧｰﾝ サイダー   

ｵﾄｺｷﾞｱﾝﾊﾟﾝ ﾓｰﾘｽ ﾊﾟｰﾙｽﾞｼｬｲﾝ ワッツ君   ﾊﾟｰﾙｽﾞｳｨｯｼｭ           

 ﾓｰﾘｽ ﾋﾞｷﾆﾌﾞﾛﾝﾄﾞ あまの ﾎｳｵｳｶﾌﾞｷ  ｼﾝｴﾝ  ｴﾘｶｼｬﾝｽ    ｺﾞｰﾙﾄﾞｱｯｸｽ      

ヴｨﾝﾄｼｭﾃｨﾚ ﾓｰﾘｽ ﾋﾟｭｱﾌﾞﾘｰｾﾞ  ﾌｪｱﾘｰﾋﾟｺ  ヴｨﾙﾄﾌﾞﾘｰｾﾞ  ヴｧﾝﾃﾞｽﾌﾟﾜｰﾙ ﾙヴｧﾝ コンサイ ﾊﾟﾙﾒ      

 ﾓｰﾘｽ ﾋﾟｭｸｼｽ ワッツ君 ｶﾌｪﾌﾞﾙｰﾑ  ﾌｧﾝﾀｼﾞｱ  ｴﾙﾋﾟｽ  ｱﾄﾞﾏｲﾔﾐﾗﾝﾀﾞ       

ﾕｷﾉﾊﾅ ﾓｰﾘｽ ﾋﾟﾝｸｶﾞｰﾍﾞﾗ ブクロ ｵｵﾊﾞﾝﾌﾞﾙﾏｲ  ﾌﾕｼｮｳｸﾞﾝ            

ｼｭﾄﾗｳｽ ﾓｰﾘｽ ﾌﾞﾙｰﾒﾝﾌﾞﾗｯﾄ    ﾌｫﾗﾌﾞﾘｭｰﾃ  ﾌﾞﾙﾒﾝﾀﾞｰﾙ アンドウ   ﾊﾟｰﾙﾃﾞｭｰ  ﾌﾞﾙｰﾒﾝｸﾛｰﾈ ヴｨﾙﾃﾞﾛｰｾﾞ  

ｱﾙﾄｩｰﾑ ﾓｰﾘｽ ﾌﾞﾛﾝｼｪﾀﾞｰﾑ ふじまる     ｾﾗﾌｨﾅｲﾄ  ﾉｷﾍﾟｺﾝﾙ        

ﾎﾞｰﾓﾝﾄﾞ ﾓｰﾘｽ ﾎﾞｰｼﾞｪｽﾄ たまちゅう ｱﾝｶﾞﾝﾀﾞ たまちゅう ｿﾈｯﾄﾌﾚｰｽﾞ  ﾎﾞｰﾃﾞﾝ  ﾈｸｻｽｱﾙｶﾅﾑ       

ﾀﾞﾉﾝﾏｯｷﾝﾘｰ ﾓｰﾘｽ ﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞｸｲｰﾝ ｱｲﾘｯｼｭﾊﾟｰﾙたまちゅう             

ｼﾞｭﾝﾄﾈﾌ ﾓｰﾘｽ ﾎｯﾄﾁｬﾁｬ  ﾘｱﾘｰﾎｯﾄ ブクロ ｳｪｲﾏｰｸ  ｻﾝﾃﾞｰｼﾞｬｯｸ ブクロ ｱﾄﾞﾏｲﾔﾁｬﾁｬブクロ ﾍﾟﾚ ブクロ ｴﾀﾘｵｳ ブクロ ﾌﾞﾌﾞｰﾙﾁｬﾁｬ  

ﾄﾆｰｱﾜｰﾄﾞ ﾓｰﾘｽ ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝｼﾞｬｽﾞ  ﾄﾚﾁｰﾒ  ﾓｰﾀﾞﾙｼﾞｬｽﾞ      ﾎﾞｯｹﾘｰﾆ ふじまる ﾊﾟﾝｺﾐｰﾄﾞ  ﾌﾟﾚｽﾄ れっど

ｴﾘｶｴｽﾃｨｰﾑ ﾓｰﾘｽ ﾒﾁｬｺﾙﾀ  ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾊﾝｽゴンサイ   ﾛｼﾞﾓｰﾘｽ          

ﾀﾞﾉﾝｴｱｽﾞﾛｯｸ ﾓｰﾘｽ ﾓｼｰﾝ    ｶｰﾍﾟﾝﾀﾘｱ  ﾘﾊﾞｰｽﾚｰ あごしゃくれ ﾓｰｿﾝﾋﾟｰｸ あごしゃくれ ﾊﾟﾛﾈﾗ あごしゃくれ ﾌﾟﾘﾓｼｰﾝ あごしゃくれ ｷｬﾘｺ  

ﾌﾟﾛﾌｫﾝﾄﾞ ﾓｰﾘｽ ﾔﾏﾉﾌｪｱﾘｰ けいぴぃ     ｱﾝﾌｨﾆﾄﾞｰﾙ    ﾅﾙ      

 ﾓｰﾘｽ ﾘｱｱﾝﾄﾆｱ  ｸﾗｯﾊﾟｰﾎﾞｰﾄﾞ  ﾘｱｸﾞﾗｼｱ あまの   ﾘｱｱﾒﾘｱ あまの ﾘｱｵﾘヴｨｱ あまの     

ｼｭヴｪﾙﾄﾘﾘｴ ﾓｰﾘｽ ﾘｽｸﾞﾗｼｭｰ きたチュー               

ﾍﾞﾙﾒｰﾃﾙ ﾓｰﾘｽ ﾘﾄﾙﾀﾞｰﾘﾝ コンサイ ﾏﾛﾝﾄﾞﾚ  ｸﾞｰﾄｱｳｽ    ﾌｨﾆｽﾃｰﾙ  ﾚﾌﾞﾋｰﾄ  ｴｺﾓﾏｲ    

ﾙﾄｩｰﾙ ﾓｰﾘｽ ﾙﾌｫｰﾙ まっつん ｼｬﾝﾃﾞｭヴｧﾝ              

ﾚｰヴｼﾞｰﾆｱﾙ ﾓｰﾘｽ ﾚｯﾄﾞﾘヴｪｰﾙ なおちゅう ﾙｰｼﾞｭﾚヴｰﾙ ﾚｯﾄﾞｱｸﾄｩｰﾙ なおちゅう ﾙｰｼﾞｭﾚｰヴ          

ﾄﾙﾀﾃﾞｨﾒｰﾚ ﾓｰﾘｽ ﾚﾈｯﾄｸﾞﾙｰヴ  ヴｪｲﾊﾟｰｳｪｲヴ ﾛｰｼｬﾑﾊﾟｰｸ  ｿﾞﾃﾞｨｱｯｸｻｲﾝたまちゅう ｽﾋﾟｯﾂｪﾝﾊﾞｰｸ ゙       

ﾃﾞﾝﾃｨﾍﾞｽ ﾓｰﾘｽ ﾛｾﾞﾘｰﾅ ジェイ ﾄﾗﾃﾞｨｽｶﾝﾄ ふじまる             

ﾊﾞﾙﾛｸﾞ ﾗﾆ ｱｲﾄﾏｺﾄ アンドウ               

ｴﾗﾝ ﾗﾌﾞﾘｰﾃﾞｲ ｵｰｷｯﾄﾞﾚｲ  ﾊﾚｱｶﾗﾌﾗ  ｽｶﾝﾀﾞ たまちゅう ﾖｾﾐﾃヴｧﾚｲ          

ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾄｸﾗｳﾝ ﾗﾌﾞﾘｰﾃﾞｲ ｸﾘｽﾏｽｷｬﾛﾙ アンドウ ｸﾘｽﾏｽﾃﾞｨﾅｰ   ﾒﾚｶﾘｷﾏｶ  ｸｰﾙｻﾝﾀ  ﾌｪﾘｽﾅﾀｰﾙ  ﾓﾙﾄﾞﾜｲﾝ  ﾉｰﾁｪﾃﾞﾊﾟｽ  

 ﾗﾌﾞﾘｰﾃﾞｲ ｼﾞﾙﾀﾞ ふじまる   ｼｬｳﾋﾞﾝﾀﾞｰ            

 ﾗﾌﾞﾘｰﾃﾞｲ ｿｰｼｬﾗｲﾂ あごしゃくれ   ﾌｧﾃﾞｨｯｼｭ            

ｸﾞﾛﾘｱﾗｳｽ ﾘｱﾙｲﾝﾊﾟｸﾄ ｱﾝﾃｨﾌｫﾅ    ｱﾋﾞｰｸﾜｲｱ  ﾛｰｳｪﾙ コンサイ ﾗｳﾀﾞｼｵﾝ  ｱｰﾃｨﾌｧｸﾄ  ｱﾝﾌﾞﾛｼﾞｵ  ｸﾞﾗﾄﾞｩｱｰﾚ  

ﾏﾙﾁｬﾚｱﾙ ﾘｱﾙｲﾝﾊﾟｸﾄ ヴｨｰﾄﾏﾙｼｪ まっつん     ﾊﾞｰﾃﾞﾝヴｧｲﾗまーっつん   ﾏﾙｼｭﾛﾚｰﾇ  ﾘﾘｰﾊﾞﾚﾛ まっつん   

ﾗｶﾞｰｸｲﾝ ﾘｱﾙｲﾝﾊﾟｸﾄ ｳｫｰｸﾛﾆｸﾙ  ﾏﾃﾝﾛｳｶﾉﾝ ジェイ ｸﾛﾆｸﾙﾉヴｧ            

 ﾘｱﾙｲﾝﾊﾟｸﾄ ｸﾙｿﾗ  ｸﾙﾁｪｯﾄ  ｾﾚｼｵﾝ コンサイ   ﾗｸﾝﾊﾟﾙｼｰﾀ  ｸﾙﾐﾈｲﾄ れっど ｱﾗﾝﾌﾞﾚﾗ  ﾐｯｷｰｸﾙｿﾗ  

ヴｪﾗﾍﾞﾚｯﾂｧ ﾘｱﾙｲﾝﾊﾟｸﾄ ｺｹﾚｰﾙ  ｽﾃｨﾙﾃﾞｨﾏｰﾚブクロ ｴﾌｼﾞｰﾉｯﾄ    ｱヴｧﾝｾヴｪﾘﾃ     ヴｨﾆｰ ブクロ

 ﾘｱﾙｲﾝﾊﾟｸﾄ ｻﾋﾞｱｰﾚ    ﾓｽﾞｽｰﾊﾟｰﾉヴｧ ｽﾉｰｸｫｰﾂ  ｱﾘｼｱ    ﾃﾞｨｰﾌﾟｼｬｲﾝ  ﾚｯﾄﾞｴﾚﾉｱ ワッツ君

名前が左にある人ほど、その馬に対する優先順位が上になります。但し馬名登録されずに終った馬と、25年以上前の母馬所有者はこの表に反映されていないのでご注意ください。見落としや間違いがあったらお許しを…ヾ(^-^;) 9 / 12ページ



第32回舞木POG　優先権一覧表 優先権データは、母＝過去24年、兄姉＝過去７年まで遡って調べてあります。それ以前のデータが知りたい方は、管理人に聞いてください。馬名は4/16時点の決定及び予定馬名です。

馬名 父名 母名 母所有 2020年産 31回所有 2019年産 30回所有 2018年産 29回所有 2017年産 28回所有 2016年産 27回所有 2015年産 26回所有 2014年産 25回所有

 ﾘｱﾙｲﾝﾊﾟｸﾄ ﾊﾞﾗﾝｾﾗ  ﾘｱﾙﾃﾞｸﾞﾆﾃｨ  ﾎｳｵｳﾊﾞﾆﾗ  ﾊﾞﾗｰｼｭ    ﾎｳｵｳｻｰﾍﾞﾙ ふじまる ﾁｪﾙヴｧ  ｷｬﾗﾊﾞﾝ  

ｸﾞﾗﾝﾙﾌﾚ ﾘｱﾙｲﾝﾊﾟｸﾄ ﾋｶﾙｱﾓｰﾚ  ﾙｸｽｸﾞﾛｰﾘｱ ブクロ ｺﾝｱﾓｰﾚ  ﾚｶﾞｰﾒﾀﾞﾓｰﾚ  ﾌﾙｼﾞｪﾝﾃ  ﾗﾊﾞｰｽﾞｹｰﾌﾟ  ｱﾓｰﾚﾐｵ    

ｼﾄﾛﾝヴｪｰﾙ ﾘｱﾙｲﾝﾊﾟｸﾄ ﾗｲﾑｽｶｯｼｭ れっど ｸﾌｨｰﾙ  ｱﾗﾝﾁｬｰﾀ  ｱｰﾃﾞﾝｽﾋﾟﾘｯﾂ ﾄｰﾎｳｶｯﾌｪ        

ｳｨﾝﾀｰｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾘｱﾙｲﾝﾊﾟｸﾄ ﾘｯﾁﾀﾞﾝｻｰ    ﾗｸｽﾊﾞﾗﾃﾞｨｰ おが   ｸﾛｽｷｰ もんた ｺﾝﾄﾗﾁｪｯｸ おが ﾌﾗｯﾄﾚｰ おが ｸﾞﾗﾝﾃﾞｾｰﾇ  

ﾋﾞｯﾌﾟｼﾞｪﾝﾏ ﾘｱﾙｽﾃｨｰﾙ ｳｨｰﾐｽﾌﾗﾝｷｰ  ﾏﾝｵﾌﾞｸﾞﾘｯﾄ  ﾄﾞﾝﾌﾗﾝｷｰ  ﾅﾝﾖｰｲﾝﾃﾞｨｺﾞ ｱｸﾛｱｲﾄ  ｱﾄﾞﾏｲﾔﾋﾞｰﾅｽ ﾀﾞﾉﾝﾁｪﾘｰ いとけん ｻﾞｳｫﾙﾄﾞﾙﾌ  

ｴﾘﾂｨｰﾉ ﾘｱﾙｽﾃｨｰﾙ ｴﾘﾝｺｰﾄ  ｱｽｸﾋﾞﾋﾞｯﾄﾓｱ ﾚﾃﾞｨｺｰﾄｱｽｸ  ﾊﾟﾈｯﾄｰﾈ    ｸﾙｰｼﾞｰﾝ アンドウ ｴﾘﾝｽﾞﾛﾏｰﾈ  ｴﾘﾝｿｰﾄﾞ アンドウ

ｷｬﾘｰｽﾋﾟﾝ ﾘｱﾙｽﾃｨｰﾙ ｷｬｯﾁｰﾀｲﾄﾙ  ｴﾝﾊﾟｲｱﾌﾞｰｹ 巨神兵 ﾒｼﾞｬｰｸﾛﾆｸﾙ      ｴｸﾘヴｧﾝ  ﾒｼﾞｬｰﾗﾌﾟｿﾃﾞｨ   

 ﾘｱﾙｽﾃｨｰﾙ ｷﾗﾓｻ    ﾁｭｳﾜﾀﾞﾝｽ    ｱﾄﾞﾏｲﾔﾐﾓｻﾞ きたチュー       

ｱﾄﾛﾙｰﾍﾞﾝｽ ﾘｱﾙｽﾃｨｰﾙ ｷﾝｸﾞｽﾛｰｽﾞ  ｷｬｯｽﾙｸﾗｽ ワッツ君     ﾀﾞﾉﾝﾚｶﾞｰﾛ まっつん ｽﾜｰヴｼｬﾙﾙ ふじまる   ｻﾄﾉｱｰｻｰ なおちゅう

ﾋﾞﾀﾞｰﾔ ﾘｱﾙｽﾃｨｰﾙ ｻﾏｰﾊ  ﾄﾗﾐﾅｰ まっつん ﾗｽｰﾙ まっつん ｻヴｧﾆｬﾝ ブクロ   ｼﾊｰﾌﾞ  ｻﾗｰﾌﾞ おが ｻﾞｸｲｰﾝ  

ﾋﾟﾗｰｼﾞﾗｲﾄ ﾘｱﾙｽﾃｨｰﾙ ｼﾙヴｧｰｽｶﾔ  ﾌｫﾄﾝﾌﾞﾙｰ    ﾏﾝｲﾝｻﾞﾐﾗｰ モッちゃん ｼﾙヴｪﾘｵ たまちゅう ﾘｽﾄ アンドウ ﾍﾝﾘｰﾊﾞﾛｰｽﾞ あまの   

ﾘｺﾙﾃﾞｨｰﾉ ﾘｱﾙｽﾃｨｰﾙ ｽｰヴｪﾆｱｷﾞﾌﾄ  ｽｰﾊﾟｰﾌｧﾙｸｽ ｺｰﾃﾞｨｱﾙｷﾞﾌﾄ ﾄﾚｼﾞｬｰｱｲﾙ    ﾄﾛｼｭﾅ    ﾃﾞｱﾚｶﾞｰﾛ ドメゾウ

ｸﾞﾗﾝｶﾝﾀﾝﾃ ﾘｱﾙｽﾃｨｰﾙ ｽｶｲﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ  ﾄﾞｳﾌｫﾙｽ なおちゅう             

 ﾘｱﾙｽﾃｨｰﾙ ｽﾄﾗｽﾍﾟｲ あごしゃくれ ｴﾝﾌﾟﾚｽﾍﾟｲ        ｽｺｯﾁﾘｰﾙ あごしゃくれ ﾄﾗｿﾆｬｰﾀ    

ﾙｼｭヴｧﾙﾄﾞｰﾙ ﾘｱﾙｽﾃｨｰﾙ ｿｰﾒﾆｰｳｪｲｽﾞ  ﾉｯﾄﾌｧｳﾝﾄﾞ なおちゅう ｷﾝｸﾞｽｳｪｲ  ｼﾞｪﾆｰｱﾑﾚｯﾄ ブクロ ﾀﾞﾉﾝｸﾞﾛﾜｰﾙ きたチュー   ｻﾄﾉｴﾀｰﾅﾙ なおちゅう   

 ﾘｱﾙｽﾃｨｰﾙ ﾀﾞｲﾜｳｨｽﾞﾐｰ まっつん ﾄｰﾎｳﾀﾞﾘﾝｼｱ  ﾏｻﾊﾔﾌﾞｯｶｰｽ ゙           

 ﾘｱﾙｽﾃｨｰﾙ ﾀﾆﾉｱｰﾊﾞﾝｼｰ ワッツ君 ｽﾋﾟﾘﾀｽ ワッツ君             

 ﾘｱﾙｽﾃｨｰﾙ ﾃﾃﾞｨｰｽﾞﾌﾟﾛﾐｽ    ﾏｲｼﾝﾌｫﾆｰ あごしゃくれ ﾋｼｴﾚﾉｱ  ﾏｲﾗﾌﾟｿﾃﾞｨ あごしゃくれ       

ｶﾜ ﾘｱﾙｽﾃｨｰﾙ ﾄﾚｼﾞｬﾘﾝｸﾞ  ｽｶｲﾗｰ サイダー             

ﾚﾄﾞﾝﾎｰﾙ ﾘｱﾙｽﾃｨｰﾙ ﾊｰﾚｸｲｰﾝ  ｱｯｼｭﾌｫｰﾄﾞ まっつん ﾃｰｵｰｱﾘｴｽ            

ﾌｫｰｴﾊﾞｰﾔﾝｸﾞ ﾘｱﾙｽﾃｨｰﾙ ﾌｫｴヴｧｰﾀﾞｰﾘﾝｸﾞ ﾋﾟﾇｽｱﾓﾘｽ 巨神兵 ﾀﾞﾉﾝﾏｲｿｳﾙ アンドウ ﾓﾝﾌｧﾎﾞﾘ          

 ﾘｱﾙｽﾃｨｰﾙ ﾌﾟﾗｳﾄﾞｽﾍﾟﾙ  ｻﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ  ｱｽｸﾄﾞｩﾗﾒﾝﾃ  ﾌﾟﾗｳﾄﾞﾙｯｸ  ｳｨﾝﾃﾞｨｽﾍﾟﾙ  ﾌﾟﾗﾝﾄﾞﾗｰ あまの ｸﾞﾚｰﾄｳｫﾘｱｰ あまの ﾏｼﾞｶﾙｽﾍﾟﾙ あまの

 ﾘｱﾙｽﾃｨｰﾙ ﾌﾙﾎﾞｲｽ サイダー ﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ  ｻﾄﾉｷﾞﾍﾞｵﾝ            

ﾐｴｽﾍﾟﾗﾝｻ ﾘｱﾙｽﾃｨｰﾙ ﾐｽｴﾙﾃ サイダー ﾃﾈｰﾙｽｴﾙﾃ              

ﾆｭｰｼﾞｰｽﾞ ﾘｱﾙｽﾃｨｰﾙ ﾐｭｰｼﾞｶﾙｳｪｲ      ｻﾞﾚｽﾄﾉｰｳｪｱけいぴぃ ﾘｽﾞﾑｵﾌﾞﾗヴ けいぴぃ ｵｰﾛﾄﾗｼﾞｪ ブクロ ﾛﾝｸﾞﾗﾝﾒｰｶｰ    

ｸﾗﾍﾟ ﾘｱﾙｽﾃｨｰﾙ ﾘｱﾘｻﾄﾘｽ  ﾀﾞﾆｰﾃﾞﾝ  ｼﾞｬｽﾃｨﾝｽｶｲ なおちゅう ｾﾅﾘｽﾄ  ｽｽﾞｶｷﾝｸﾞ  ｵﾒｶﾞ      

ｻﾝﾄﾘｰﾆﾌﾞﾙｰ ﾘｱﾙｽﾃｨｰﾙ ﾚﾂｨｰﾅ  ｴﾘｶｿﾚｲﾕ  ｶﾒﾊﾒﾊﾀｲﾑ    ﾒﾗｰｷ  ﾊｰﾂｲｽﾄﾜｰﾙきたチュー ﾊｰﾍﾞｽﾄﾑｰﾝ  ｱｼｬｶﾀﾞｲｷ  

ｶﾝﾄｩｰﾀ ﾘｱﾙｽﾃｨｰﾙ ﾚﾃﾞｨｼｬﾂｨ  ｴｺﾛﾄﾞｩﾈｽ      ﾅｽﾀﾁｭｰﾑ  ﾚｲｽﾞｱﾌﾗｯｸﾞ  ﾊﾟﾙｸﾃﾞﾗﾓｰﾙ あごしゃくれ ﾄﾞﾅｱﾌﾞﾃﾞｨｱｽ  

ｻﾄﾉﾚｲｽﾞ ﾘｰﾁｻﾞｸﾗｳﾝ ｲﾝﾗﾝｼﾞｪﾘｰ  ﾗｲヴﾘｰ      ﾀｲｾｲﾒｶﾞﾛｽ  ﾛﾝﾘｰｿﾙｼﾞｬｰ ﾛｰﾙﾓﾃﾞﾙ いとけん ｲﾝﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ 

 ﾘｰﾁｻﾞｸﾗｳﾝ ﾗﾝﾄｩｻﾞﾘｰﾄﾞ きたチュー     ｶﾚﾝﾚﾍﾞﾝﾃｨｽ  ｽﾄﾗｲｸｱﾘｰﾄﾞ  ﾘｰﾄﾞｻﾞヴｧﾝ      

ｺｲﾇｰﾙ ﾘｵﾝﾃﾞｨｰｽﾞ ｳｲﾝｼﾞｭﾋﾞﾘｰ ふじまる         ヴｧｯｻｰﾏﾝ    ﾀﾞﾉﾝｳｨﾝｻﾞｰ  

ﾌﾞｴﾅｵﾝﾀﾞ ﾘｵﾝﾃﾞｨｰｽﾞ ｵｰｻﾑｳｲﾝﾄﾞ まっつん               

ﾒｲｹｲﾉヴｧ ﾘｵﾝﾃﾞｨｰｽﾞ ｵｰｼｬﾝﾋﾞｰﾅｽ きたチュー ｸﾛﾆｵｽ  ﾌﾛｳｨﾝｸﾞﾀﾞﾝｽ   ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾗｲﾌ ﾌﾗｯｸﾞｲﾝﾊｰﾄ  ﾋﾐﾝｸﾞﾚｰヴｧ    

ﾀｲｾｲｱﾃﾞｨｸﾄ ﾘｵﾝﾃﾞｨｰｽﾞ ｽｺﾙﾋﾟｵﾝｷｯｽ ふじまる ｼｬｳﾗ  ｸﾁｬﾓｻﾞｸﾜｼﾞｬ ｱﾌﾟﾛﾌｫﾝﾃﾞｨ  ﾜｲﾙﾄﾞﾎｰｽ  ｲﾝﾃﾝｽﾗｲﾄ  ﾏｺﾄﾓﾝｼﾞｮﾜ  ｱｳﾄﾚｲｼﾞｬｽ  

 ﾘｵﾝﾃﾞｨｰｽﾞ ｿﾙﾀﾞﾃｯｻ コンサイ ｴｰﾙﾐﾈﾙヴｧ  ｿﾘﾀﾞﾘｴﾀ      ﾍﾞﾙﾌｫﾙﾃ  ﾊﾟﾄﾛﾅ    

 ﾘｵﾝﾃﾞｨｰｽﾞ ﾉｰﾌﾞﾙｸﾗｳﾝ けいぴぃ ﾚｲﾅｱﾚﾅ  ﾉｰﾌﾞﾙｵｰｷｯﾄ  ゙           

ﾋﾟｵﾆｴｰﾚ ﾘｵﾝﾃﾞｨｰｽﾞ ﾊﾟｲｵﾆｱﾌﾟﾗｲﾄﾞ あまの               

ﾊﾟﾆｬﾆｬﾝ ﾘｵﾝﾃﾞｨｰｽﾞ ﾎﾜｲﾄﾐｰﾃｨｱ  ｳｲﾝﾀｰｽﾞﾃｲﾙなおちゅう       ｽｲｰﾄﾐｰﾃｨｱ  ｱﾎﾟｽﾄﾙ    

 ﾘｵﾝﾃﾞｨｰｽﾞ ﾓﾝﾌﾟﾃｨｸｰﾙ  ｸｰﾙｱｲ  ﾉｱヴｧﾝｸｰﾙ    ﾛｰﾚﾙｵﾙﾌﾞﾗﾝ ﾉｰヴｧﾚﾝﾀﾞ ドメゾウ ｸﾞﾗﾝﾛｼﾞｴ  ﾌｪｰﾙﾃﾞｸｰﾙ  

ｻﾝﾃﾞｨﾌﾞﾛﾝﾄﾞ ﾘｵﾝﾃﾞｨｰｽﾞ ﾓﾝﾛｰﾌﾞﾛﾝﾄﾞ  ﾀﾞｰｸﾌﾞﾛﾝﾄﾞ    ｼﾞｬﾝｶｽﾞﾏ  ｿﾆｯｸﾍﾞｶﾞ    ｻﾝﾗﾓﾝﾊﾞﾚｰ  ｱﾄﾞﾏｲﾔﾌﾟﾘヴいとけん

ｻｲﾚﾝｽﾎｰﾌﾟ ﾘｵﾝﾃﾞｨｰｽﾞ ﾛｰｻﾞﾌｪﾘｰﾁｪ  ﾔﾝｸﾞﾛｰｾﾞｽ れっど             

 ﾘｵﾝﾃﾞｨｰｽﾞ ﾛｰｽﾞﾏﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ けいぴぃ ﾄﾞｩｱｲｽﾞ  ｳｲﾝﾀｰｾｯﾄ  ｴｲﾎﾞﾝｸﾘﾌ          

ﾐｭｼﾞﾆｰ ﾙｰﾗｰｼｯﾌﾟ ｱｿﾙｰﾀ あごしゃくれ ﾋﾞｯﾌﾟｽｺｰﾋﾟｵﾝ ﾋｼｱﾗｶﾝ あごしゃくれ ｽﾆｯﾌﾟ  ﾅﾝﾖｰｱｲｾﾞﾝ  ﾀｲｾｲﾓﾅｰｸ  ｱﾝﾄﾙｼｬ    

ﾛｰｻﾞﾘｻﾘ ﾙｰﾗｰｼｯﾌﾟ ｲｵｽ ブクロ ｱｶｶﾌﾞﾄ    ﾗﾗﾏｶﾛﾝ  ｺﾐｶﾗｲｽﾞ  ﾀﾞヴｫｽ  ｴﾋﾟｷｭﾘｱﾝ  ｽﾄﾚﾇｱ  

 ﾙｰﾗｰｼｯﾌﾟ ｶｲｾﾞﾘﾝ  ｴｰﾘﾁｪ  ｽｸﾘｰﾝｱﾋﾟｰﾙ ヴｨﾙﾍﾙﾑ おが     ｶｲｻﾞｰヴｪｯﾀ  ー ｼｪｱﾏｲﾝｽﾞ  

ﾛｼﾞﾙｰﾗｰ ﾙｰﾗｰｼｯﾌﾟ ｼｪﾘｰﾙ  ﾀｲｾｲｸﾗｰｼﾞｭ  ｱｯﾀｶﾞｰﾙ  ﾋﾞｯﾌﾟﾗﾝﾊﾞﾝ  ﾄﾞｩﾗﾓｯﾄ    ｸﾞﾛﾝﾃﾞｨｵｰｽﾞ  ﾋｼﾏｻﾙ ジェイ

ﾎﾞﾙｹｰﾉ ﾙｰﾗｰｼｯﾌﾟ ｽﾋﾟｰﾄﾞﾘｯﾊﾟｰ あごしゃくれ ﾌﾗｯｼﾝｸﾞﾚｰﾄ  ﾛｼﾞｽﾋﾟｰﾄﾞ  ｳｨﾝﾄﾞﾘｯﾊﾟｰ  ｴｽﾄﾛ  ｽﾄｰﾑﾘｯﾊﾟｰ あごしゃくれ ﾓﾝﾂｧ あごしゃくれ   

ﾊﾞｽﾀｰｺｰﾙ ﾙｰﾗｰｼｯﾌﾟ ﾃﾞｸﾞﾗｰﾃｨｱ  ｼｬﾝﾃﾞｨｴﾝ      ﾃﾞｨｱｺﾆｱ れっど ｵｰﾗｸﾙﾑ  ﾄﾞﾐﾅｰﾄｩｽ    

ｵｰﾙﾃﾞｭｽヴﾗﾝ ﾙｰﾗｰｼｯﾌﾟ ﾃﾞﾙﾆｴｵｰﾙ ドメゾウ               

ﾀﾅﾊﾞﾀ ﾙｰﾗｰｼｯﾌﾟ ﾌｪｱﾘｰﾀﾞﾝｽ コンサイ   ﾌﾟﾚｽﾄﾊﾞﾛｰｽﾞ  ﾌﾐﾁｬﾝ  ｺｺﾛﾉﾄｳﾀﾞｲ  ﾌｪｱﾘｰﾎﾟﾙｶ  ﾒﾊﾞｴ  ヴｨｸﾄﾘｰﾀﾞﾝｽ 

ｶｽﾞヴｨﾄｼｬ ﾙｰﾗｰｼｯﾌﾟ ﾎﾞﾝｼﾞｭｰﾙｺｺﾛ    ｼｹﾞﾙｲﾜｲｻﾞｹ なおちゅう ｺｰﾃﾞｨｱﾙ          

ﾙｰﾍﾞﾝｽ ﾙｰﾗｰｼｯﾌﾟ ﾒｼﾞﾛｼｬﾚｰﾄﾞ ワッツ君 ﾚｲｸﾄﾛｼｭﾅ    ﾊｲｺﾝﾃｸｽﾄ  ﾙﾄﾛヴｧｲﾕ    ﾀﾞﾉﾝｼｬﾚｰﾄﾞ  ヴｧﾝﾄｼﾙﾑ  

ｽﾃｨｯｸﾊﾞｲﾐｰ ﾙｰﾗｰｼｯﾌﾟ ﾓﾙﾄﾌｪﾘｰﾁｪ けいぴぃ ﾓﾙﾄヴｪﾛｰﾁｪ  ﾆｼﾉｱｼﾞｰﾌﾞ  ﾉｰﾌﾞﾙﾚｲﾝﾎﾞ  ー   ﾎﾟﾙｰﾆﾝ  ｹｲﾃｨｸﾚﾊﾞｰ  ﾛｲﾔﾙﾃｰﾗｰ  

ﾏﾃﾝﾛｳｳｲﾝｸﾞ ﾙｰﾗｰｼｯﾌﾟ ﾗｽﾃｨﾝｸﾞｿﾝｸﾞ  ﾏﾁｶｾﾞ  ﾌﾞﾗｼﾞﾘｱﾝｿﾝｸザイダー   ﾊﾞﾄﾙｵﾌﾞｱﾙﾏﾀ ゙ ｴｱｼﾞｰﾝ    ｲﾝヴｨｸﾀ なおちゅう

ﾋﾟﾝｸﾋﾟｰｽ ﾙｰﾗｰｼｯﾌﾟ ﾗﾅﾝｷｭﾗｽ 巨神兵 ﾗﾋﾞｯﾄﾍｱｰ  ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾄﾞ    ﾚｻﾞﾈﾌｫｰﾙ  ﾄｩｲｰﾃﾞｨｱ  ﾏﾂﾘｶ  ｵﾌｨｰﾘｱ  

名前が左にある人ほど、その馬に対する優先順位が上になります。但し馬名登録されずに終った馬と、25年以上前の母馬所有者はこの表に反映されていないのでご注意ください。見落としや間違いがあったらお許しを…ヾ(^-^;) 10 / 12ページ



第32回舞木POG　優先権一覧表 優先権データは、母＝過去24年、兄姉＝過去７年まで遡って調べてあります。それ以前のデータが知りたい方は、管理人に聞いてください。馬名は4/16時点の決定及び予定馬名です。

馬名 父名 母名 母所有 2020年産 31回所有 2019年産 30回所有 2018年産 29回所有 2017年産 28回所有 2016年産 27回所有 2015年産 26回所有 2014年産 25回所有

ｱｽﾄﾗｴﾙﾅ ﾙｰﾗｰｼｯﾌﾟ ﾚｰヴﾃﾞﾄﾜｰﾙ ブクロ ﾀﾞﾝｻﾞﾝﾚｰヴ  ﾃｰﾙﾃﾞﾄﾜｰﾙ  ﾚｰヴﾄﾞｩﾗﾌﾟﾚﾘ         

ﾛｰｻﾞｻﾝﾘヴｧﾙ ﾙｰﾗｰｼｯﾌﾟ ﾛｰｻﾞﾌﾞﾗﾝｶ きたチュー   ｽﾀﾆﾝｸﾞﾛｰｽﾞ    ﾌﾞﾗｳﾛｰｾﾞﾝ  ｼｴﾗﾌﾞﾗﾝｶ  ﾛｻｸﾞﾗｳｶ  ﾌｫｰｽﾗｲﾝ  

ﾗﾌｧﾐﾘｱ ﾚｲﾃﾞｵﾛ ｱｲﾑﾕｱｰｽﾞ  ヴｫﾚﾄﾝｸｰﾙ れっど ｵｰﾙﾕｱｰｽﾞ  ｽﾜｰヴｴﾙﾒ いとけん ﾓｰﾍﾞｯﾄ  ﾕｱｰｽﾞﾄｩﾙｰﾘいとけん     

 ﾚｲﾃﾞｵﾛ ｱヴｪﾝﾁｭﾗ いとけん ﾄﾗヴｫﾙｼﾞｪﾝﾃドメゾウ   ｻﾌｧﾙ  ｶｲｻﾞｰﾗｲﾝ もんた   ﾃﾞｻﾌｨｱﾝﾃ あまの   

 ﾚｲﾃﾞｵﾛ ｱｽｶﾋﾞﾚﾝ  ｶｸﾞﾔ ドメゾウ ｶｻﾝﾋﾟﾚﾝ            

 ﾚｲﾃﾞｵﾛ ｱﾄﾞヴｪﾝﾄｽ けいぴぃ ﾗﾄﾚｲｱ              

ｱﾄﾞﾏｲﾔﾃﾗ ﾚｲﾃﾞｵﾛ ｱﾄﾞﾏｲﾔﾐﾔﾋﾞ  ｱﾄﾞﾏｲﾔｿﾗ  ｱﾄﾞﾏｲﾔﾗヴｨ おが           

ﾚｸﾞﾗﾃﾞｵﾛ ﾚｲﾃﾞｵﾛ ｲﾙｰｼヴｸﾞﾚｲｽ ジェイ               

ﾄﾓｼﾞｬﾃﾞｭﾎﾟｰ ﾚｲﾃﾞｵﾛ ｲﾝヴｨｼﾞﾌﾞﾙﾜﾝ 巨神兵 ｱｽﾃﾙｸﾞﾛﾘｱｽ             

ヴｪｽﾄﾘｱ ﾚｲﾃﾞｵﾛ ヴｨﾙｼｰﾅ    ｸﾞﾗヴｨﾀｽ ふじまる ﾃﾞｨヴｨｰﾅ ふじまる ﾚヴｨｵｰｻ ふじまる ﾌﾞﾗヴｧｽ ふじまる     

 ﾚｲﾃﾞｵﾛ ｴﾋﾟｯｸﾗヴ  ﾀﾞﾉﾝﾀｯﾁﾀﾞｳﾝたまちゅう ｸﾘｽﾋﾟﾉ  ﾀﾞﾉﾝｻﾞｷｯﾄﾞ  ｵｰﾙｻﾞﾜｰﾙﾄﾞドメゾウ ﾐｯｷｰﾌﾞﾘﾗﾝﾃ      

 ﾚｲﾃﾞｵﾛ ｵｰｽﾐﾊﾙｶ コンサイ     ﾅﾘﾀﾌﾞﾙﾎｰｸ  ﾅﾘﾀｻｰｶﾞ  ｵｰｽﾐﾚｰヴ  ｵｰｽﾐｼﾞｮｰｼﾞ    

ﾍﾞﾚｯﾀ ﾚｲﾃﾞｵﾛ ｶﾞｰﾙｽﾞﾊﾞﾝﾄﾞ 巨神兵               

 ﾚｲﾃﾞｵﾛ ｶｳﾝﾄｵﾝｲｯﾄ アンドウ               

ｴﾙｻﾋﾞｵ ﾚｲﾃﾞｵﾛ ｷﾞｰﾆｮ  ｸﾗｼｶﾙﾋﾞｼﾞｭ  ー ｽｶｲﾌｫｰﾙ  ｱﾝｼﾞｭﾏﾘｯｼｭ  ｻﾄﾉﾜｰﾙﾄﾞ    ﾄｰｾﾝﾌﾞﾚｲヴ れっど   

ｸﾛﾉﾈｸｻｽ ﾚｲﾃﾞｵﾛ ｸﾛﾉﾛｼﾞｽﾄ  ｱｰｽｸﾛﾆｸﾙ ブクロ   ｸﾙｰｸ アンドウ ｸﾛﾄﾉｰﾅ もんた ｸﾛﾉｼﾞｪﾈｼｽ  ﾉｰﾑｺｱ  ﾚｯﾄﾞﾗﾌｨｰﾈ  

ﾐﾅﾃﾞｵﾛ ﾚｲﾃﾞｵﾛ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾄﾞｯｸｴ  ー   ﾍﾞﾙｱヴﾆｰﾙ  ｴｲｽｵｰｼｬﾝ ブクロ ﾘﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯﾄﾞ いとけん ｲﾆﾃｨｳﾑ おが ｼｴﾗ もんた   

 ﾚｲﾃﾞｵﾛ ｺﾝｸｴｽﾄﾊｰﾗﾈｲﾄ ｻﾄﾉﾒﾄﾞｰｻ  ﾀﾞﾉﾝﾌﾞﾘｻﾞｰﾄﾞ 巨神兵 ｻﾄﾉｽﾊﾞﾙ  ｻﾄﾉﾌｧﾗｵ        

 ﾚｲﾃﾞｵﾛ ｼﾞｭﾓｰ あまの ｼｭﾀｲﾅｰ ドメゾウ ﾌｫｱﾗﾝﾅｰ あごしゃくれ ﾌｧｼﾞｪｽ あごしゃくれ ｸﾛﾜﾄﾞﾌｪｰﾙ あごしゃくれ ｸﾗｰｼﾞｭｹﾞﾘｴ いとけん ﾓﾝﾄﾙｲﾕ  ｶﾌｼﾞﾊﾞｯｶｽ  

ﾚｲﾅﾄﾞﾗｰﾀﾞ ﾚｲﾃﾞｵﾛ ｼｮｳﾅﾝﾊﾟﾝﾄﾞﾗ  ｳｫｰﾀｰﾊｳｽ ふじまる ﾊﾟﾝﾄﾞﾚｱ きたチュー ｼｮｳﾅﾝﾊｲﾈｽ ふじまる         

 ﾚｲﾃﾞｵﾛ ｼﾝｼｱｽﾞﾌﾞﾚｽ れっど ｸﾗｳﾝﾓﾁｰﾌ              

 ﾚｲﾃﾞｵﾛ ｼﾝﾊﾗｲﾄ  ﾀﾞﾝﾌﾞｯﾗ  ｱﾙｼﾞｭﾅ ドメゾウ ｾﾌﾞﾝｻﾐｯﾄ コンサイ         

ｱｽﾛｽ ﾚｲﾃﾞｵﾛ ｽﾃﾗﾘｰﾄﾞ  ﾃﾗｽﾃﾗ ドメゾウ ｷﾝｸﾞｴﾙﾒｽ  ｶｲｻﾞｰﾉヴｧ アンドウ ﾊﾟﾗｽｱﾃﾅ  ﾌﾟｼｭｹ  ｴﾝｼﾞｪﾙﾘｰﾄﾞ  ｽﾃﾗﾊﾞﾚｯﾄ  

ｽｶｲﾌﾞﾗｲﾄﾈｽ ﾚｲﾃﾞｵﾛ ｾｳｱｽﾞｰﾙ いとけん ｵﾙｿﾋﾞｱﾝｺ  ﾏﾙｱｽﾞｰﾙ            

ﾏｸﾞﾅﾚｶﾞﾘｱ ﾚｲﾃﾞｵﾛ ﾃﾞﾗｲﾄﾎﾟｲﾝﾄ  ｽﾃﾗﾎﾟｲﾝﾄ    ｾｰﾀｽﾃｿｰﾛ  ﾙﾍﾞﾙｱｰｼﾞ      ﾚｯﾄﾞｸﾗｲﾑ きたチュー

ｲﾝﾌﾚｲｻｰ ﾚｲﾃﾞｵﾛ ﾅｽｹﾝｱｲﾘｽ  ﾌﾟﾛﾃｱ  ﾓﾙﾄﾌﾚｲﾊﾞｰ  ｱﾙｺﾃﾞｨｵｰｻ おが ヴｫﾙｽﾄ  ｺﾞﾙﾄﾏｲｽﾀｰ  ﾓｼﾞｱﾅﾌﾚｲﾊﾞ  ー ｵｰﾌﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ  

ﾋﾟｱﾚｲｼﾞﾚﾃﾞｨ ﾚｲﾃﾞｵﾛ ﾉｰﾌﾞﾙｼﾞｭｴﾘｰ  ﾉｰﾌﾞﾙｸﾗｲ いとけん   ﾚｲｵﾌﾞｳｫｰﾀｰいとけん ﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ    ﾉｰﾌﾞﾙｶﾘﾅﾝ 巨神兵   

ｺﾙﾚｵﾆｽ ﾚｲﾃﾞｵﾛ ﾋｽﾄﾘｯｸｽﾀｰ    ﾗｲﾘｯｽﾞ ジェイ ｱｰｸﾗｲﾄ ジェイ ｺﾞｰﾙﾄﾞﾃｨｱ ワッツ君     ｱｽﾃｨﾙ ジェイ

 ﾚｲﾃﾞｵﾛ ﾋｽﾄﾘｯｸﾚﾃﾞｨ    ﾍﾞﾈﾌｨｯｸ  ｼﾞｭﾘｵ ワッツ君 ﾌﾟﾁｼﾞｭﾗｼｯｸ  ﾗｰﾚ    ｲｽﾄﾜｰﾙﾌｧﾑ  

ﾀﾞﾉﾝｳｨﾙﾍﾙﾑ ﾚｲﾃﾞｵﾛ ﾌｧｲﾈｽﾄｼﾃｨ  ﾘﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ まっつん ﾀﾞﾉﾝｱｰﾘｰ            

 ﾚｲﾃﾞｵﾛ ﾌﾛｰﾚｽﾏｼﾞｯｸ まっつん               

 ﾚｲﾃﾞｵﾛ ﾍﾞｽﾄｸﾙｰｽﾞ    ｼｰｸﾙｰｽﾞ    ﾌｪﾚｯﾃｨ  ｻﾄﾉﾀﾞｲﾅｽﾃｨ れっど ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞｿｳﾙ    

ﾛｰﾄﾞﾚｲﾅｰﾄﾞ ﾚｲﾃﾞｵﾛ ﾎﾟﾌﾟﾗ  ﾛｰﾄﾞﾗﾃﾞｨｳｽ なおちゅう             

 ﾚｲﾃﾞｵﾛ ﾏﾄﾞﾚﾎﾞﾆｰﾀ いとけん     ﾘｱﾝｸﾞﾛﾜｰﾙ  ﾄｰｾﾝｸｯｷｰ      ﾐｯｷｰｽﾜﾛｰ  

ﾏﾘｶﾞｰﾈｯﾄ ﾚｲﾃﾞｵﾛ ﾏﾘｱﾗｲﾄ    ｶﾙｾﾄﾞﾆｰ ふじまる ｵｰｿｸﾚｰｽ ふじまる         

ｻﾂｷﾉｼﾞｮｳ ﾚｲﾃﾞｵﾛ ﾏﾙｼｱｰﾉ  ｸﾞﾛｯﾀｰﾘｴ  ｴﾘｶヴｨｰﾀ モッちゃん   ﾌﾗﾜﾘﾝｸﾞﾅｲﾄ        

ｼｸﾞﾅﾙ ﾚｲﾃﾞｵﾛ ﾐﾈｯﾄ 巨神兵 ﾘｵﾝｴﾄﾜｰﾙ              

ﾎｳｵｳｾｲﾒｲ ﾚｲﾃﾞｵﾛ ﾓﾙｶﾞﾅｲﾄ  ｶﾞｰﾙｽﾞﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ ｺﾞｰｼｪﾅｲﾄ れっど ｲﾝﾌｨﾅｲﾄ れっど ﾍﾞｽﾋﾞｱﾅｲﾄ  ﾌﾞﾗｯｸﾓﾘｵﾝ  ﾛｰｽﾞﾍﾞﾘﾙ ワッツ君 ﾓｰヴｻﾌｧｲｱ  

ﾛｲﾄﾞｰﾙ ﾚｲﾃﾞｵﾛ ﾕｲﾌｨｰﾕ コンサイ ﾐｶﾂﾞｷ              

 ﾚｲﾃﾞｵﾛ ﾗｷｼｽ まっつん ﾏｷｼ まっつん ﾚｯﾄﾞﾐﾗｰｼﾞｭ    ｼﾙヴｨｽ まっつん       

ﾗｹﾀﾞｲﾓｰﾝ ﾚｲﾃﾞｵﾛ ﾗﾙｹｯﾄ  ｳﾝﾌﾞﾗｲﾙ  ｽﾃﾙﾅﾃｨｰｱ れっど ｸﾞﾗﾝﾊﾟﾗﾃﾞｨｰｿ ゙   ﾋｼｹﾞｯｺｳ  ｽﾃﾙヴｨｵ    

ｼｮｳﾅﾝﾊｳﾙ ﾚｲﾃﾞｵﾛ ﾘﾝﾌｫﾙﾂｧﾝﾄﾞ ジェイ               

ﾏﾃﾝﾛｳｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾚｲﾃﾞｵﾛ ﾙｰﾙﾌﾞﾘﾀﾆｱ アンドウ ﾌｫﾚｽﾀﾄﾞｰﾛ  ｴﾋﾟﾌｧﾆｰ もんた           

ﾙｰｼﾞｭｱﾘｴﾙ ﾚｲﾃﾞｵﾛ ﾚｯﾄﾞｴﾙｻﾞ  ﾙｰｼﾞｭﾘｵﾝﾇ  ﾙｰｼﾞｭｱﾙﾙ  ﾚｯﾄﾞｱｽﾗﾝ  ﾚｯﾄﾞﾗｲﾔ  ﾚｯﾄﾞｱｽﾃﾙ けいぴぃ ﾚｯﾄﾞﾚｵﾝ    

ｱｵｲｼﾝ ﾚｲﾃﾞｵﾛ ﾛｲﾔﾙヴｫﾙﾄ なおちゅう ﾛｲﾔﾙﾅﾀｰﾙ    ｴﾘｶﾙｰﾁｪ    ｼｰﾙﾄﾞヴｫﾙﾄ      

ﾌﾞﾘｰｼﾞｮﾄﾞﾗｰﾄﾞ ﾚｲﾃﾞｵﾛ ﾜﾝﾌﾞﾚｽｱｳｪｲ ふじまる ｲﾝヴｪﾝﾄｰﾚ              

ﾎﾟﾝﾋﾟｴ ﾚｯﾄﾞﾌｧﾙｸｽ ｱﾙﾃｨﾒｲﾄﾗﾌﾞ きたチュー ﾀｲﾄﾆｯﾄ  ｼｬﾄﾞｳｱｲﾙ  ｺﾞｯﾄﾞｾﾚｸｼｮﾝ  ﾌｨﾛﾛｯｿ        

ｺﾞｰﾙﾄﾞｻｰﾍﾞﾙ ﾚｯﾄﾞﾌｧﾙｸｽ ｺﾞﾙﾄｷﾙｼｪ コンサイ ｴﾘｶｷﾙｼｪ              

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｽｲｰﾌﾟ ﾚｯﾄﾞﾌｧﾙｸｽ ｼｬﾘｵﾄﾞｰﾙ ブクロ   ｵﾆｬﾝｺﾎﾟﾝ  ﾏｲﾅｰｽﾞﾗｲﾄ          

 ﾚｯﾄﾞﾌｧﾙｸｽ ﾇｰﾍﾞﾙﾊﾞｰｸﾞ 巨神兵 ﾙｰｼﾞｭﾚｸﾗﾝ    ﾘヴｪｯﾄ    ﾀﾞﾌﾞﾙﾃｲｸｱｳﾄ   ﾘﾌﾄﾄｩﾍヴﾝ  

ﾚﾚﾎﾞｰﾄﾞ ﾚｯﾄﾞﾌｧﾙｸｽ ﾚﾃﾞｨｰﾌｧｰｽﾄ あごしゃくれ ｽﾄﾘｰﾄｼﾞｬｶﾞｰ ｸﾘﾉﾂｯﾁｬﾝ    ﾗｼｯｸｱﾝﾚｰヴ   ヴｨﾗﾊﾞﾄﾞﾗ  ﾃｲｴﾑﾎﾞｻﾉﾊﾞ  

 ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ｱｸﾞﾚｱｰﾌﾞﾙ けいぴぃ ｷﾞｬﾗﾝ              

ｼﾚﾝﾂｨｵ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ｱｽﾃｨﾙ ジェイ ﾍｳﾚｼｽ  ｼｴﾙｴﾄﾜｰﾙ            

 ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ｲﾝﾃﾞｨｱﾅｷﾞｬﾙ  ｸﾞﾗﾏﾗｽﾃﾞｲｽﾞ  ﾀﾞﾉﾝｼﾞｬｯｶﾙ  ﾀﾞﾉﾝﾗﾝﾃﾞｨ まっつん ﾀﾞﾉﾝﾌｫﾙﾂｪ まっつん ﾌﾟﾚﾐｱﾑｷﾞﾌﾄ  ﾀﾞﾉﾝﾌﾟﾚﾐｱﾑ  ﾛｰﾄﾞｽﾀﾙﾃﾞｨ  

ﾌﾞﾗｰヴｲｽﾄﾜﾙ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ヴｨﾆｰ ブクロ ﾄﾞﾙヴｧﾙ              

名前が左にある人ほど、その馬に対する優先順位が上になります。但し馬名登録されずに終った馬と、25年以上前の母馬所有者はこの表に反映されていないのでご注意ください。見落としや間違いがあったらお許しを…ヾ(^-^;) 11 / 12ページ



第32回舞木POG　優先権一覧表 優先権データは、母＝過去24年、兄姉＝過去７年まで遡って調べてあります。それ以前のデータが知りたい方は、管理人に聞いてください。馬名は4/16時点の決定及び予定馬名です。

馬名 父名 母名 母所有 2020年産 31回所有 2019年産 30回所有 2018年産 29回所有 2017年産 28回所有 2016年産 27回所有 2015年産 26回所有 2014年産 25回所有

ﾎﾟｯﾄﾞﾌﾗｯﾀｰ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ｴﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｻﾑ あごしゃくれ ﾊﾞｰｼﾞｬﾝﾌｫｰｽあごしゃくれ ｴﾊﾞｰﾊﾝﾃｨﾝｸ  ゙   ﾊﾟｰﾃﾞｨｼｬｰ  ﾄﾞﾘｰﾑﾘｯﾁ      

 ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ｴﾏﾉﾝ きたチュー ｴﾏﾇｴｰﾚ              

ﾌﾙﾘｰﾙ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ｴﾘﾃｨｴｰﾙ ドメゾウ               

ﾒﾙﾄﾕｱﾊｰﾄ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ｷｬﾄﾙﾌｨｰﾕ なおちゅう ｱﾙｼﾞｰﾇ けいぴぃ ｻﾝｸﾌｨｰﾕ  ﾛｰﾄﾞﾌﾟﾚｼﾞｰﾙ ドメゾウ   ﾛｰﾄﾞﾗｳﾚｱ      

 ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ｸｲｰﾝｽﾞﾘﾝｸﾞ  ｼｬｻﾞｰﾝ あまの             

 ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ｺｰﾄｼｬﾙﾏﾝ ワッツ君 ｱﾝｸﾙｺﾝｼｬｽ  ｺｰﾄﾊﾟﾙﾌｪ            

ﾕｱｼﾝﾌｫﾆｰ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ｺﾝﾄﾞｺﾏﾝﾄﾞ  ｴﾙﾀﾞｰｻｲﾝ  ｺﾏﾝﾄﾞﾗｲﾝ サイダー ﾄﾚﾃﾞﾏﾝﾄﾞ サイダー ｱﾙｼﾞｬﾝﾅ サイダー       

ｻﾛﾆｺｽ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ｻﾛﾆｶ あまの               

ｱﾝﾘｰﾍﾞｲﾋﾞｰ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ｻﾝﾋﾞｽﾀ    ｼﾞﾚﾄｰﾙ けいぴぃ ｴｽﾐﾗｸﾙ  ｻﾝｼﾞｮｱﾝ        

ｸﾛﾄﾞﾗﾊﾞｰﾙ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ｼﾞｭｴﾙﾒｰｶｰ  ｴﾚｶﾞﾝﾄｷﾞﾌﾄ きたチュー             

ｼﾝﾊﾞｰｼｱ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ｽｳｨｰﾄﾘｰｽﾞﾝ  ﾈｱｾﾘｰﾆ ブクロ   ﾃﾞｨｰｺﾝｾﾝﾃｽ ﾃﾞｨｱｽﾃｨﾏ ブクロ       

ｽﾄﾚｲﾄｱｽｸ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ｽﾄﾚｲﾄｶﾞｰﾙ  ｱｽｸﾋﾞｰﾄﾙｽﾞ モッちゃん             

 ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ｽﾏｰﾄﾚｲｱｰ  ｽﾏｰﾄｼﾞｪｲﾅ ふじまる             

ｸﾞﾗﾝｽｶｰﾚｯﾄ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾀﾞｲﾜｽｶｰﾚｯﾄ  ｽｶｰﾚｯﾄｱﾘｱ  ｽｶｰﾚｯﾄｵｰﾗ  ｱﾝﾌﾞﾚﾗﾃﾞｰﾄ  ﾀﾞｲﾜｸﾝﾅﾅ    ﾀﾞｲﾜﾒﾓﾘｰ  ﾀﾞｲﾜｴﾄﾜｰﾙ ジェイ

 ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾀﾞﾝｻｰﾃﾞｽﾃｨﾈｲｼｮﾝ ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰﾀﾞﾝｻ  ー   ｻﾄﾉﾍﾟﾙｾｳｽ ジェイ ｱｯﾌﾟﾛｯｸ  ﾂｷﾉｻﾊﾞｸ      

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾋﾞｰﾄ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾀﾞﾝｽﾌｧﾝﾀｼﾞｱ たまちゅう ﾋｯﾌﾟﾎｯﾌﾟｿｳﾙ     ﾀﾞﾉﾝﾌｧｽﾄ  ﾀﾞﾝｽﾛﾏﾈｽｸ  ｷﾝｸﾞｱﾝﾄﾞｱｲ    

ﾚｶﾞｰﾛﾃﾞﾙｼｴﾛ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾃﾞｱﾚｶﾞｰﾛ ドメゾウ               

ﾊﾞﾗｽﾙﾋﾞｰ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾃﾞｨｰﾌﾟｼﾞｭｴﾘｰ いとけん ｼｬｲﾝｼﾞｭｴﾘｰ  ﾍﾞﾛｱ            

ﾙｽﾃﾞｨヴｨﾅ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾃﾞｨヴｨﾅﾌﾟﾚｼｵｰｻ ﾋﾞｭｰﾃｨｰﾜﾝ    ｸﾞﾗｼｱﾃﾞｨヴｨﾅジェイ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾚｼｵ ジェイ ｶｽﾞﾏｰｸｾﾝ ジェイ     

ﾋﾟｱﾘ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾊﾟｰｼｰｽﾞﾍﾞｽﾄ なおちゅう ｱﾙﾌｧｲﾝﾃﾞｨ              

ﾘﾙﾄ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾊﾞｳﾝｽｼｬｯｾ  ﾚヴｫﾙﾀｰﾄﾞ れっど ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾚｼﾞｰﾙ たまちゅう ｸﾞﾗﾝﾜﾙﾂ おが         

 ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾊﾞﾃﾞｨｰﾗ  ｼｪｹﾗｰﾄ  ｱｽｸヴｨヴｧﾕ いーとけん ﾌﾘｰﾀﾞﾑﾗｲﾀｰ いとけん   ﾐｯｷｰﾊﾞﾃﾞｨｰﾗいとけん     

ﾛｰﾄﾞﾄﾚｲﾙ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽﾘｯｼﾞ いとけん ﾛｰﾄﾞｻﾐｯﾄ    ｼｬｽﾃｨｰﾅ          

ﾊﾟﾛｻﾝﾄ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾊﾟﾗﾗｻﾙｰ    ﾌﾞﾚｽｸ アンドウ           

ｱﾙﾊﾞﾆｰ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾋﾟｰｽｱﾝﾄﾞｳｫｰ  ｼﾞｬｽﾃｨﾝﾕｳｼ  ゙ ﾃﾞｲｼﾞｰﾗｯｸ ジェイ   ヴｧﾙｷｭﾘｱ        

ｱﾙﾄﾞｰﾙ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾋﾙﾀﾞｽﾞﾊﾟｯｼｮﾝ  ﾎｳｵｳﾘｭｳｾｲ  ﾌｨｱﾚｽﾃﾞｻﾞｲｱけいぴぃ ﾘｴヴｪﾒﾝﾃ おが ｻﾝｸﾃｭｴｰﾙ おが ｼｪﾄﾞｩｰヴﾙ ドメゾウ ヴｪﾙﾃｱｼｬﾌﾄいとけん   

 ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾌｧｲﾅﾙｽｺｱ  ﾎﾍﾟﾛｱ サイダー ﾌﾟﾚﾐｱｽｺｱ    ｴｶﾃﾘﾝﾌﾞﾙｸ あまの ﾉｰﾌﾞﾙｽｺｱ あまの     

 ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾌｫｰﾁｭﾝﾜｰﾄﾞ  ﾛｺﾙﾙﾊｰﾂ  ｶﾗﾌﾙﾜｰﾄﾞ  ｻﾄﾉﾌｫｰﾁｭﾝ 巨神兵   ﾐｴﾉﾌｫｰﾁｭﾝ  ﾀﾞﾉﾝﾊﾟﾝｻｰ    

ﾌﾟﾘｭﾉﾜｰﾙ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾌﾟﾁﾉﾜｰﾙ  ﾋﾟｭｱﾌﾞﾗｯｸ  ﾃﾞｭｰﾄﾞﾒｰﾙ  ﾉﾜｰﾙﾄﾞｩｼﾞｪ  ヴｧﾝﾀﾌﾞﾗｯｸ  ﾌﾞﾗﾝﾉﾜｰﾙ  ﾌﾞﾚｲﾆｰﾗﾝ 巨神兵 ｽﾃｲｵﾝｻﾞﾄｯﾌ  ゚

ﾛｰﾄﾞｱﾙﾌｨｰﾈ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾌﾟﾘﾒﾗﾋﾞｽﾀ けいぴぃ               

 ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾏﾙｹｯｻ ジェイ ﾄﾞｩﾗｴﾚｰﾃﾞ おが             

 ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾐｶﾘｰﾆｮ サイダー               

 ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾐｯｷｰｸｲｰﾝ ブクロ ﾐｯｷｰｺﾞｰｼﾞｬｽ ﾐｯｷｰｷﾝｸﾞ            

 ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾐﾘｯｻ いとけん               

ﾛｰﾙｵﾌﾞｱｰﾑｽﾞ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾒｼﾞｬｰｴﾝﾌﾞﾚﾑ  ｽﾜｯｸﾞﾁｪｰﾝ いとけん ﾎｰﾘｰｴﾝﾌﾞﾚﾑドメゾウ ﾌﾟﾚﾐｱｴﾝﾌﾞﾚﾑ         

ﾀﾞﾉﾝﾓﾝﾌﾞﾗﾝ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾔﾝｷｰﾛｰｽﾞ  ﾘﾊﾞﾃｨｱｲﾗﾝﾄﾞサイダー ﾛﾑﾈﾔ ジェイ           

ﾗｾｰﾇｼｭﾒｰﾙ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾗｸﾚｿﾆｴｰﾙ  ﾙﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾘｴ いとけん ﾌﾗｲｼｭｯﾂ ドメゾウ           

ﾚｯﾄﾞｱﾄﾚｰヴ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾗｽﾄｸﾞﾙｰヴ たまちゅう   ﾚｯﾄﾞﾓﾝﾚｰヴ たまちゅう ｶﾗﾝﾄﾞｩｰﾗ たまちゅう ﾚｯﾄﾞﾙﾚｰヴ たまちゅう ﾗﾝﾌｫｻﾞﾛｰｾﾞｽたまちゅう ﾘｼｭﾌﾞｰﾙ たまちゅう   

ｷﾝｸﾞｵﾘヴｧｰ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾘｱｵﾘヴｨｱ あまの               

ﾜｰﾙｽﾞｴﾝﾄﾞ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾘﾗヴｧﾃｨ まっつん ﾏｯｸﾛｽｷｰ  ﾎｰﾄﾝﾌﾟﾚｲﾝｽ  ゙ ｽﾄｩｰﾃｨ          

 ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾙｱﾝｼﾞｭ ふじまる ﾌｨﾚｯﾄ  ﾊｲﾊﾟｰｼｰﾝ  ﾛｰﾄﾞｴﾙﾋﾟｽ          

 ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾙｼｭｸﾙ ブクロ ｴﾒｲヴｪｲﾓﾝ ワッツ君     ﾋﾞｱﾝﾌｪ  ｱﾌﾗﾝｼｰﾙ  ｴﾝﾄｼｬｲﾃﾞﾝ ブクロ ﾋﾟﾝｸｶﾞｰﾍﾞﾗ ブクロ

ﾍﾞｱｺﾞｰｺﾞｰ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾙﾓｽﾃｨ    ｴﾘｶﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄ  ｱﾃﾞｨﾗｰﾀﾒﾝﾃ ワッツ君         

ﾘｱｿｰﾙ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾚｰヴﾃﾞｨｿｰﾙ ブクロ   ﾚｰヴﾃﾞｨﾉｴﾙ  ﾚｰヴﾄﾞﾓﾝﾄﾞ  ﾚｰヴﾄﾞｩﾛﾜ れっど ﾚｰヴﾄﾞｩﾗﾒｰﾙまっつん     

ﾀﾞﾉﾝｷﾗｳｪｱ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾚｷｼｰﾙｰ  ﾀﾞﾉﾝﾊﾞﾋﾞﾙ おが ﾀﾞﾉﾝｽｺｰﾋﾟｵﾝおが ﾀﾞﾉﾝﾊﾞｼﾞﾘｱ          

ﾛｲﾔﾙｽﾄｰﾘｰ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾚｼﾞﾈｯﾀ  ｻﾄﾉﾐﾈﾙヴｧ    ﾌﾟﾚﾌｪﾘｰﾀ  ﾗｲﾌﾚｯｽﾝｽﾞ ふじまる ｸｲﾝｵﾌﾞｻﾞｼｰｽﾞ ﾚｼﾞｰﾅﾄﾞｰﾛ れっど ｱﾙﾄﾘｳｽ れっど

ﾚｯﾄﾞｴヴｧﾝｽ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾚｯﾄﾞｱヴｧﾝｾ たまちゅう ﾚｯﾄﾞﾙヴｧﾝｼｭ             

ﾚｯﾄﾞﾚｸｽ ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ ﾚｯﾄﾞｵﾙｶﾞ あまの               

 ﾛｺﾞﾀｲﾌﾟ ﾌﾛｰﾗﾙｶｰヴ  ﾋﾗﾘ 巨神兵 ｸﾞﾛｰｽｻﾞｰｹﾞ  ﾗｯﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ      ｶﾌｼﾞﾌﾛﾝﾃｨｱ    

 ﾛｼﾞｬｰﾊﾞﾛｰｽﾞ ｸﾛｰﾊﾞｰﾘｰﾌ あまの ｲﾙﾃﾞｨヴｨｰﾉ  ｸﾞﾚﾅﾃﾞﾝｼﾛｯﾌ ゚ ｸﾛｰﾊﾞｰﾃﾞｰﾙ  ｼﾝﾄﾞﾗｰ  ｲﾍﾞﾘｽﾘｰﾌ  ﾌﾟﾚｼｬｽﾘｰﾌ    

ﾊｯｶｰ ﾛｼﾞｬｰﾊﾞﾛｰｽﾞ ｼｬﾝﾛｯｻ  ﾊｽﾗｰ いとけん   ﾛｯｸﾕｰ    ｻﾀｰﾝ あまの ｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ  ｿﾅﾁﾈ  

ﾛｲﾄﾞﾊﾞﾛｰｽﾞ ﾛｼﾞｬｰﾊﾞﾛｰｽﾞ ﾁｪﾙｶ けいぴぃ ﾙﾋﾞｰﾊﾞﾛｰｽﾞ    ﾗﾝﾍﾟﾛﾆｷ      ヴｧｻﾞｰﾘ  ｼﾞｪﾈｽﾚｰヴ  

ｼｬｰﾘｰﾊﾞﾛｰｽﾞ ﾛｼﾞｬｰﾊﾞﾛｰｽﾞ ﾗﾀﾞｰﾑﾌﾞﾗﾝｼｪ ワッツ君 ｵｰﾄﾞﾘｰﾊﾞﾛｰｽﾞ ｱﾙｹﾞﾝﾃｳｽ  ｴﾚﾎﾞｱﾌﾞﾗﾝｼｭ ﾄﾗﾓﾝﾀﾝ        

ｴﾀｰﾅﾙﾛｰｽﾞ ﾜｰﾙﾄﾞｴｰｽ ｱﾙﾊﾞﾛｰｽﾞ 巨神兵   ﾀｲｾｲﾛｰｼﾞｰ    ﾐﾔｺｼｬﾝﾃｨ  ﾐﾔｺﾛｰｽﾞ  ﾏｲﾃｨﾃｿｰﾛ    

 ﾜｰﾙﾄﾞｴｰｽ ヴｪﾗﾌﾞﾗﾝｶ たまちゅう     ﾜｰﾙﾄﾞｸﾙｰｽﾞ  ヴｪﾗｱｽﾞｰﾙ  ﾃｲｸｻﾞﾍﾙﾑ  ｸﾙｽﾌﾞﾗﾝｶ  ｼﾙﾊﾞｰｺﾝﾊﾟｽ  
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