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  【著作権について】

このPDFは著作権法で保護されている著作物です。下記の点にご注意戴きご利⽤下さい。 

このレポートの著作権はPOGINDEX POG値に属します。 

著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段においても、

複製、転載、流⽤、転売等することを禁じます。 

このレポートの購入、開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。

著作権等違反の⾏為を⾏った時、その他不法⾏為に該当する⾏為を⾏った時は、

関係法規に基づき損害賠償請求を⾏う等、⺠事・刑事を問わず法的⼿段による解決を⾏う場合があります。 

このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の⾒解等です。

著者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、⾒解の変更等を⾏う権利を有します。 

レポートの作成には万全を期しておりますが、万⼀誤り、不正確な情報等がありましても、

著者・パートナー等は、⼀切の責任を負わないことをご了承願います。

このレポートを利⽤することにより⽣じたいかなる結果につきましても、

著者・パートナー等は、⼀切の責任を負わないことをご了承願います。

1 / 176 ページ



POGINDEX  POG値
2014/7/20

馬名 性別 年齢 ⽣年⽉⽇ 毛色 父名 ⺟名 ⺟⽗名 生産者 産地 調教師 所属 POG値 Rank

ﾁｱｽﾞﾋｶﾘの12 牡 2歳 20120419 ⿅⽑ ネオユニヴァース チアズヒカリ マヤノトップガン パカパカファーム 新冠町 4.667 442

ｲﾝｺﾝﾊﾟｽの12 牡 2歳 20120401 ⿅⽑ ネオユニヴァース インコンパス "Sadler's Wells" 日の出牧場 浦河町 4.5 467

ﾚﾃﾞｨｵﾌﾞﾁｬﾄﾞの12 牡 2歳 20120220 ⿅⽑ ネオユニヴァース レディオブチャド "Last Tycoon" 社台ファーム 千歳市 4.367 520

ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝの12 牝 2歳 20120301 ⿅⽑ ネオユニヴァース プロモーション ヘクタープロテクター ノーザンファーム 安平町 4.289 539

ｶﾞｳﾞｨｵﾗの12 牡 2歳 20120402 芦毛 ネオユニヴァース ガヴィオラ Cozzene ノーザンファーム 安平町 4.2 565

レッドヴィラーゴ 牝 2歳 20120330 ⿅⽑ ネオユニヴァース シーズアン Zieten ノーザンファーム 安平町 石坂正 栗東 4.067 613

ｵﾒｶﾞｽﾋﾟﾘｯﾄの12 牝 2歳 20120311 ⿅⽑ ネオユニヴァース オメガスピリット スピニングワールド 社台ファーム 千歳市 4.017 625

ｸｲｰﾝｿﾈｯﾄの12 牝 2歳 20120503 栗⽑ ネオユニヴァース クイーンソネット ノーザンテースト 社台ファーム 千歳市 3.844 685

ﾋﾟｻﾉｶﾞﾚｰの12 牝 2歳 20120317 栗⽑ ネオユニヴァース ピサノガレー ブライアンズタイム 前田宗将 新ひだか町 3.789 699

ﾜｲﾙﾄﾞﾌﾗﾜｰの12 牡 2歳 20120426 栗⽑ ネオユニヴァース ワイルドフラワー "Wild Again" 市川牧場 むかわ町 3.789 699

ブライトエンブレム 牡 2歳 20120406 ⿅⽑ ネオユニヴァース ブラックエンブレム ウォーエンブレム ノーザンファーム 安平町 小島茂之 美浦 3.667 746

トーセンヌーヴォー 牡 2歳 20120424 栗⽑ ネオユニヴァース シシーダルザス Sicyos 秋田牧場 新冠町 成島英春 美浦 3.6 770

ｳｨﾝﾄﾞｻｲﾚﾝｽの12 牝 2歳 20120122 ⿅⽑ ネオユニヴァース ウィンドサイレンス "A.P. Indy" 社台ファーム 千歳市 3.55 786

マルカメテオ 牡 2歳 20120522 栗⽑ ネオユニヴァース イクスペクトトゥシャイン "Mr. Prospector" 社台ファーム 千歳市 羽月友彦 栗東 3.5 799

ソニック 牝 2歳 20120329 栗⽑ ネオユニヴァース プリッシーブリッチーズ Kingmambo 高瀬牧場 新冠町 坂口正則 栗東 3.5 799

ﾌｪｱﾘｰﾌﾞﾚｽの12 牝 2歳 20120224 ⿅⽑ ネオユニヴァース フェアリーブレス フレンチデピュティ チャンピオンズファーム新ひだか町 3.5 799

ｳﾞｨｸﾄﾘｰﾊﾞﾝｸの12 牝 2歳 20120429 ⿅⽑ ネオユニヴァース ヴィクトリーバンク ドクターデヴィアス ノーザンファーム 安平町 3.378 870

エミネスク 牡 2歳 20120319 栗⽑ ネオユニヴァース エミネントピークス ティンバーカントリー 社台ファーム 千歳市 牧光二 美浦 3.144 973

コンクエストシチー 牡 2歳 20120407 栗⽑ ネオユニヴァース フレームオブトゥルース "Rainbow Quest" 幌村牧場 新ひだか町村山明 栗東 3.075 1009

ﾌﾞﾙｰﾗｽﾀｰの12 牡 2歳 20120520 ⻘⿅ ネオユニヴァース ブルーラスター Nureyev ノーザンファーム 安平町 3 1041

ﾀｲｷﾀﾑﾚｯﾄの12 牡 2歳 20120429 ⿅⽑ ネオユニヴァース タイキタムレット Theatrical 高松牧場 浦河町 2.931 1106

サワヤカムスメ 牝 2歳 20120410 ⿅⽑ ネオユニヴァース サワヤカスズカ サクラバクシンオー 新井牧場 むかわ町⻄橋豊治 栗東 2.878 1130

ﾛｰｽﾞﾎﾞｰの12 牝 2歳 20120315 ⿅⽑ ネオユニヴァース ローズボー "Spinning World" 天羽牧場 日高町 2.839 1143

シゲルハナガサ 牝 2歳 20120323 栗⽑ ネオユニヴァース インオンザゴシップ "Fusaichi Pegasus" 富本茂喜 新冠町 日吉正和 栗東 2.833 1145

ｱﾐﾘｽの12 牡 2歳 20120403 栗⽑ ネオユニヴァース アミリス フレンチデピュティ 笠松牧場 浦河町 2.789 1177

ｿﾆｯｸｸﾞﾙｰｳﾞの12 牝 2歳 20120205 ⿊⿅ ネオユニヴァース ソニックグルーヴ フレンチデピュティ ノーザンファーム 安平町 2.75 1193

ﾏﾁｶﾈﾀﾏｶｽﾞﾗの12 牡 2歳 20120214 栗⽑ ネオユニヴァース マチカネタマカズラ Kingmambo ノーザンファーム 安平町 2.722 1207

ｳｨﾝﾄﾞﾊｯｸの12 牡 2歳 20120425 ⻘⿅ ネオユニヴァース ウィンドハック Platini 社台ファーム 千歳市 2.5 1303

ｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞｳｨｽﾊﾟｰの12 牡 2歳 20120216 ⻘⿅ ネオユニヴァース ジャパニーズウィスパー Machiavellian ダーレー・ジャパン・ファーム日高町 2.5 1303

ﾌﾞｰｹﾄﾞﾚｰﾇの12 牝 2歳 20120226 栗⽑ ネオユニヴァース ブーケドレーヌ フレンチデピュティ 赤田牧場 浦河町 2.5 1303

ストリークライト 牡 2歳 20120301 ⿊⿅ ネオユニヴァース スターパレード "Parade Marshal" 追分ファーム 安平町 ⼤久保龍 栗東 2.472 1353

アルター 牡 2歳 20120215 栗⽑ ネオユニヴァース ロレットチャペル フレンチデピュティ ノーザンファーム 安平町 古賀慎明 美浦 2.45 1357

ﾗｲｶｰﾄの12 牝 2歳 20120424 ⿅⽑ ネオユニヴァース ライカート スウェプトオーヴァーボード社台ファーム 千歳市 2.394 1379

ﾛｰﾚﾙﾏﾛﾝの12 牝 2歳 20120223 栗⽑ ネオユニヴァース ローレルマロン フォーティナイナー 石川牧場 新ひだか町 2.333 1408

ｼｬﾄﾞｳｷｬｽﾀｰの12 牡 2歳 20120125 ⿅⽑ ネオユニヴァース シャドウキャスター エリシオ ノーザンファーム 安平町 2.278 1436

キミトアエタキセキ 牝 2歳 20120419 ⻘⿅ ネオユニヴァース プラントパラダイス パラダイスクリーク 小泉牧場 新冠町 清水久詞 栗東 2.167 1527

ウェーブランチャン 牝 2歳 20120302 ⻘⿅ ネオユニヴァース ブルーレイ トワイニング 新冠橋本牧場 新冠町 平田修 栗東 2.111 1567

ユニヴァースパール 牝 2歳 20120316 ⿊⿅ ネオユニヴァース アロングザシー Anees 社台ファーム 千歳市 中内田充 栗東 2.058 1598
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