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フェブラリーステークス 東京 ダート 1600

高松宮記念 中京 芝 1200

桜花賞 阪神 芝外 1600

皐月賞 中山 芝 2000

デザートローズステークス セガ ダート 2200

天皇賞（春） 京都 芝外 3200

NHKマイルカップ 東京 芝 1600

ヴィクトリアマイル 東京 芝 1600

オークス（優駿牝馬） 東京 芝 2400

日本ダービー（東京優駿） 東京 芝 2400

安田記念 東京 芝 1600

宝塚記念 阪神 芝 2200

ムーンライトダッシュ セガ 芝直 1000

スーパーダートグランプリ セガ ダート 2200

スプリンターズステークス 中山 芝外 1200

秋華賞 京都 芝 2000

菊花賞 京都 芝外 3000

天皇賞（秋） 東京 芝 2000

エリザベス女王杯 京都 芝外 2200

マイルチャンピオンシップ 京都 芝外 1600

ジャパンカップダート 阪神 ダート 1800

ジャパンカップ 東京 芝 2400

阪神ジュベナイルフィリーズ 阪神 芝外 1600

朝日杯フューチュリティステークス 中山 芝外 1600

有馬記念 中山 芝 2500

ダービーオーナーズカップ セガ 芝 2400

凱旋門賞 ロンシャン 芝 2400

パリ大賞典 ロンシャン 芝 2400

キングジョージ六世＆クイーンエリザベスＳ アスコット 芝 2414

プリンスオブウェールズステークス アスコット 芝 2092

日経新春杯 京都 芝外 2400

アメリカジョッキークラブカップ 中山 芝外 2200

報知杯弥生賞 中山 芝 2000

中山記念 中山 芝 1800

京都記念 京都 芝外 2200

スプリングステークス 中山 芝 1800

阪神大賞典 阪神 芝 3000

日経賞 中山 芝 2500

大鳥居ステークス セガ ダート 2200

産経大阪杯 阪神 芝 2000

ニュージーランドトロフィー 中山 芝外 1600

セガマイルダート セガ ダート 1600

青葉賞 東京 芝 2400

マイラーズカップ 阪神 芝外 1600

セガ帝王杯 セガ ダート 2200

京都新聞杯 京都 芝外 2200

東海ステークス 中京 ダート 2300

京王杯スプリングカップ 東京 芝 1400

金鯱賞 中京 芝 2000

目黒記念 東京 芝 2500

セントウルステークス 阪神 芝 1200

セントライト記念 中山 芝外 2200

神戸新聞杯 阪神 芝外 2400

オールカマー 中山 芝外 2200

毎日王冠 東京 芝 1800

京都大賞典 京都 芝外 2400

デイリー杯2歳ステークス 京都 芝外 1600

アルゼンチン共和国杯 東京 芝 2500

セガ羽田記念 セガ ダート 1400

京王杯2歳ステークス 東京 芝 1400

ステイヤーズステークス 中山 芝 3600

阪神カップ 阪神 芝 1400

札幌記念 札幌 芝 2000

ダニエルウィルデンシュタイン賞 ロンシャン 芝 1600

ショードネ賞 ロンシャン 芝 3000

ディアデムステークス アスコット 芝直 1207

サマーマイルステークス アスコット 芝 1609

中山金杯 中山 芝 2000

京都金杯 京都 芝外 1600

シンザン記念 京都 芝外 1600

京成杯 中山 芝 2000

東京新聞杯 東京 芝 1600

根岸ステークス 東京 ダート 1400

シルクロードステークス 京都 芝 1200

共同通信杯 東京 芝 1800

きさらぎ賞 京都 芝外 1800

アーリントンカップ 阪神 芝外 1600

ダイヤモンドステークス 東京 芝 3400

阪急杯 阪神 芝 1400

オーシャンステークス 中山 芝外 1200

中京記念 中京 芝 2000

ファルコンステークス 中京 芝 1200

マーチステークス 中山 ダート 1800

毎日杯 阪神 芝外 1800

アンタレスステークス 京都 ダート 1800

ユニコーンステークス 東京 ダート 1600

ダービー卿チャレンジトロフィー 中山 芝外 1600

エプソムカップ 東京 芝 1800

CBC賞 中京 芝 1200

プロキオンステークス 阪神 ダート 1400

シリウスステークス 阪神 ダート 2000

朝日チャレンジカップ 阪神 芝 2000

京成杯オータムＨ 中山 芝外 1600

富士ステークス 東京 芝 1600

武蔵野ステークス 東京 ダート 1600

東スポ杯2歳ステークス 東京 芝 1800

京阪杯 京都 芝 1200

中日新聞杯 中京 芝 2000

鳴尾記念 阪神 芝外 1800

ラジオ NIKKEI杯2歳ステークス 阪神 芝 2000

新潟大賞典 新潟 芝外 2000

函館スプリントステークス 函館 芝 1200

ラジオ NIKKEI賞 福島 芝 1800

七夕賞 福島 芝 2000

アイビスサマーダッシュ 新潟 芝直 1000

函館記念 函館 芝 2000

函館2歳ステークス 函館 芝 1200

関屋記念 新潟 芝外 1600

キーンランドカップ 札幌 芝 1200

新潟記念 新潟 芝外 2000

新潟2歳ステークス 新潟 芝外 1600

エルムステークス 札幌 ダート 1700

札幌2歳ステークス 札幌 芝 1800

福島記念 福島 芝 2000

カペラステークス 中山 ダート 1200

小倉大賞典 小倉 芝 1800

小倉記念 小倉 芝 2000

小倉2歳ステークス 小倉 芝 1200

北九州記念 小倉 芝 1200

パレロワイヤル賞 ロンシャン 芝 1400

ラフォルス賞 ロンシャン 芝 2000

ジャージーステークス アスコット 芝直 1408

サガロステークス アスコット 芝 3259

マーガレットステークス 阪神 芝 1400

都大路ステークス 京都 芝外 1600

プリンシパルステークス 東京 芝 2000

メトロポリタンステークス 東京 芝 2400

米子ステークス 阪神 芝外 1600

芙蓉ステークス 中山 芝外 1600

オパールステークス 京都 芝 2000

カシオペアステークス 京都 芝外 1800

アンドロメダステークス 京都 芝 2000

キャピタルステークス 東京 芝 1600

ディセンバーステークス 中山 芝 1800

天空橋特別 セガ 芝 1800

ヒヤシンスステークス 東京 ダート 1600

福島民放杯 福島 芝 2000

春雷ステークス 中山 芝外 1200

月下美人賞 セガ ダート 1400

谷川岳ステークス 新潟 芝外 1400

テレビ愛知オープン 中京 芝 1200

バーデンバーデンカップ 福島 芝 1200

巴賞 函館 芝 1800

阿蘇ステークス 小倉 ダート 1700

福島2歳ステークス 福島 芝 1200

いちょうステークス 東京 芝 1600

ギャラクシーステークス 阪神 ダート 1400

さざんかステークス 阪神 芝外 1400

ホープフルステークス 中山 芝 2000


