
1R 5R 10R 水沢10R　プリンセスカップ

2枠2番 5枠5番 6枠7番 5枠5番

トンドゥアモール 調教師　岡田一男（浦和） フクノドン 調教師　新井清重（船橋） アスニカケルハシ 調教師　山浦武（船橋） シャイニーネーム 調教師　山中輝久（笠松）

牝2歳 馬主　上野耕一 牡4歳 馬主　相川てる 牡6歳 馬主　沖田方子 牝2歳 馬主　（有）ホースケア

黒鹿毛 生年月日　2013年4月29日 栗毛 生年月日　2011年2月5日 黒鹿毛 生年月日　2009年2月11日 黒鹿毛 生年月日　2013年2月27日

父　スパイキュール 生産牧場　滝本健二 父　タイムパラドックス 生産牧場　石川栄一 父　アドマイヤコジーン 生産牧場　沖田牧場 父　キングヘイロー 生産牧場　下河辺牧場

母　オリジナルデザート（父　リアルシヤダイ） 産地　日高町 母　マキノギンガ（父　トロットサンダー） 産地　新ひだか町 母　ヴィナカ（父　マルゼンスキー） 産地　日高町 母　スーパーシンガー（父　アフリート） 産地　日高町

地方収得賞金　1,230,000円 地方収得賞金　2,309,000円 地方収得賞金　17,137,000円 地方収得賞金　2,987,000円

北海道：2015/06/17～　9戦2勝（2着2回、3着3回） 北海道：2013/06/25～　9戦0勝（2着0回、3着3回） 北海道：2011/06/02～　9戦0勝（2着3回、3着1回） 北海道：2015/06/04～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

6枠6番 佐賀：2014/01/19～　7戦2勝（2着1回、3着0回） 南関東：2012/01/11～　48戦6勝（2着3回、3着5回） 笠松：2015/047/25～　11戦0勝（2着1回、3着5回）

フジノパンジー 調教師　柘榴浩樹（浦和） 南関東：2014/12/12～　16戦1勝（2着1回、3着0回） 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

牝2歳 馬主　齋藤直樹 11R 　うち他地区参戦：3戦0勝（2着0回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2013年3月21日 6R 5枠5番 ◆2015秋風ジュニア3着

父　ブラックタイド 生産牧場　山口義彦 4枠4番 クラマサジョーカー 調教師　矢野義幸（船橋） 6枠7番

母　リヒター（父　フォーティナイナー） 産地　浦河町 コードナンバー 調教師　薮口一麻（浦和） 牝5歳 馬主　倉見政敏 ミスミランダー 調教師　尾島徹（笠松）

地方収得賞金　1,060,000円 牡7歳 馬主　藤江勢津男 栗毛 生年月日　2010年3月28日 牝2歳 馬主　（有）新生ファーム

北海道：2015/05/13～　10戦1勝（2着4回、3着0回） 栗毛 生年月日　2008年5月11日 父　グリーンアプローズ 生産牧場　倉見牧場 黒鹿毛 生年月日　2013年3月28日

南関東：2015/10/27～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 父　テレグノシス 生産牧場　シンユウフアーム 母　クラファストレディ（父　シングルロマン） 産地　日高町 父　アッミラーレ 生産牧場　新生ファーム

8枠10番 母　セイカドミノ（父　パラダイスクリーク） 産地　新冠町 地方収得賞金　8,737,000円 母　ミスプロ（父　アフリート） 産地　日高町

ジャンプショット 調教師　薮口一麻（浦和） 地方収得賞金　8,613,000円 北海道：2012/08/07～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　4,800,000円

牡2歳 馬主　（有）太盛 北海道：2010/05/26～　12戦2勝（2着1回、3着1回） 南関東：2013/01/09～　20戦5勝（2着2回、3着7回） 北海道：10戦3勝（2着2回、3着1回）

黒鹿毛 生年月日　2013年4月6日 南関東：2011/08/31～　56戦7勝（2着2回、3着4回） 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

父　ブラックタキシード 生産牧場　佐藤静子 5枠5番 ◆2015ラブミーチャン記念1着

母　フジアンジュ（父　マヤノトップガン） 産地　新冠町 ムンタセーラ 調教師　柘榴浩樹（浦和） 7枠8番

地方収得賞金　865,000円 牝8歳 馬主　吉澤深造 シグラップエリー 調教師　板垣吉則（岩手） 

北海道：2015/08/05～　6戦2勝（2着1回、3着2回） 黒鹿毛 生年月日　2007年5月13日 牝2歳 馬主　杉浦和也

父　デザートキング 生産牧場　株式会社グラン・ファーム 栗毛 生年月日　2013年4月28日

2R 母　タイキエメラルド（父　ジェイドロバリー） 産地　浦河町 父　プリサイスエンド 生産牧場　信岡牧場

4枠4番 地方収得賞金　2,870,000円 母　ミルサジェス（父　スペシャルウィーク） 産地　浦河町

モリデンリオ 調教師　山越光（浦和） 北海道：2009/07/15～　9戦0勝（2着1回、3着0回） 水沢10R　プリンセスカップ 地方収得賞金　2,075,000円

牡2歳 馬主　森田芳男 兵庫：2009/12/22～　22戦1勝（2着1回、3着1回） 1枠1番 北海道：2戦1勝（2着1回、3着0回）

栗毛 生年月日　2013年4月25日 南関東：2010/11/25～　85戦2勝（2着1回、3着1回） マラドーナスピン 調教師　林和弘（北海道） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

父　キングヘイロー 生産牧場　森田芳男 5枠6番 牝2歳 馬主　（有）バンブー牧場 ◆2015知床賞2着

母　マグマヴィーナス（父　カコイーシーズ） 産地　新冠町 エムオーカーリング 調教師　柘榴浩樹（浦和） 栗毛 生年月日　2013年3月18日 8枠11番

地方収得賞金　1,922,000円 牝5歳 馬主　安藝洋 父　カネヒキリ 生産牧場　バンブー牧場 ツリーナッツヒメ 調教師　笹野博司（笠松）

北海道：2015/07/02～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 栗毛 生年月日　2010年4月13日 母　バンビーナココ（父　フォーティナイナー） 産地　浦河町 牝2歳 馬主　大原雄一

父　ローエングリン 生産牧場　門別牧場 地方収得賞金　2,175,000円 鹿毛 生年月日　2013年5月1日

3R 母　エムオーハート（父　チーフベアハート） 産地　日高町 北海道：2015/07/01～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 父　ブラックタイド 生産牧場　小田牧場

3枠3番 地方収得賞金　2,812,000円 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ウインレジーナ（父　テイエムオペラオー） 産地　様似町

オーブチャン 調教師　水野貴史（浦和） 北海道：2012/08/01～　10戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2015ブロッサムカップ3着 地方収得賞金　1,750,000円

牝3歳 馬主　永田健一 名古屋：2012/12/06～　17戦4勝（2着1回、3着1回） 6枠6番 北海道：5戦1勝（2着0回、3着0回）

栗毛 生年月日　2012年5月5日 南関東：2013/09/12～　48戦1勝（2着0回、3着3回） ラプレシオーサ 調教師　田中淳司（北海道） 笠松：1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　ジャングルポケット 生産牧場　猿倉牧場 牝2歳 馬主　山本憲明

母　オーブリエチア（父　フジキセキ） 産地　様似町 8R 黒鹿毛 生年月日　2013年1月12日

地方収得賞金　1,780,000円 6枠8番 父　ダノンシャンティ 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム

北海道：2014/07/22～　8戦1勝（2着2回、3着2回） ヴァリアーレ 調教師　小澤宏次（浦和） 母　シンプリーラヴリー（父　Ｂｏｌｄ　Ｅｘｅｃｕｔｉｖｅ） 産地　白老町

南関東：2014/12/10～　17戦0勝（2着2回、3着0回） 牝3歳 馬主　上田信路 地方収得賞金　3,500,000円

4枠4番 栗毛 生年月日　2012年3月28日 北海道：2015/06/10～　4戦2勝（2着0回、3着0回）

ヒメガミ 調教師　高月賢一（川崎） 父　アドマイヤジャパン 生産牧場　原田新治 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 母　ゾフィー（父　スキャン） 産地　平取町 7枠9番

黒鹿毛 生年月日　2012年5月14日 地方収得賞金　3,322,000円 エムティーシャトル 調教師　角川秀樹（北海道） 　　　　

父　スタチューオブリバティ 生産牧場　フジワラフアーム 北海道：2014/06/12～　6戦1勝（2着2回、3着0回） 牝2歳 馬主　（株）門別牧場

母　ピエナプリンセス（父　デヒア） 産地　新ひだか町 南関東：2014/11/17～　14戦1勝（2着1回、3着1回） 黒鹿毛 生年月日　2013年3月23日

地方収得賞金　1,849,000円 8枠11番 父　ノボジャック 生産牧場　柏木一則

北海道：2014/07/10～　7戦1勝（2着0回、3着2回） ジオパークルビー 調教師　吉田正美（浦和） 母　ラヴリンクス（父　ネオユニヴァース） 産地　新冠町　

名古屋：2014/12/04～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　（有）辻牧場 地方収得賞金　4,045,000円

金沢：2014/12/25～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2011年2月21日 北海道：2015/05/21～　8戦2勝（2着0回、3着1回）

名古屋：2015/01/13～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 父　フレンチデピュティ 生産牧場　辻牧場 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

金沢：2015/03/22～　7戦4勝（2着0回、3着0回） 母　プレジールダムール（父　ウォーニング） 産地　浦河町 ◆2015フルールカップ3着

南関東：2015/07/01～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　5,105,000円

8枠9番 北海道：2013/07/11～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 本日は水沢競馬でもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！本日は水沢競馬でもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！本日は水沢競馬でもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！本日は水沢競馬でもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！

リニアエキスプレス 調教師　岡林光浩（船橋） 南関東：2014/02/04～　24戦2勝（2着3回、3着1回） 1R　 ②リンノキセキ　③ヴォレグラース　⑤ルナロッサ1R　 ②リンノキセキ　③ヴォレグラース　⑤ルナロッサ1R　 ②リンノキセキ　③ヴォレグラース　⑤ルナロッサ1R　 ②リンノキセキ　③ヴォレグラース　⑤ルナロッサ

牝3歳 馬主　（株）パイロットナミキヒデユキ 　　　 ⑦アラノボル　⑧ピックミーアップ　　　 ⑦アラノボル　⑧ピックミーアップ　　　 ⑦アラノボル　⑧ピックミーアップ　　　 ⑦アラノボル　⑧ピックミーアップ

鹿毛 生年月日　2012年3月30日 3R　 ⑥キングアルファ　⑧タンタラスヒルズ3R　 ⑥キングアルファ　⑧タンタラスヒルズ3R　 ⑥キングアルファ　⑧タンタラスヒルズ3R　 ⑥キングアルファ　⑧タンタラスヒルズ

父　ディープスカイ 生産牧場　藤川フアーム 5R　 ⑥ソラニサクハナ5R　 ⑥ソラニサクハナ5R　 ⑥ソラニサクハナ5R　 ⑥ソラニサクハナ

母　スターリーワールド（父　タイキシャトル） 産地　新ひだか町 8R　 ⑧カミングオブエイジ8R　 ⑧カミングオブエイジ8R　 ⑧カミングオブエイジ8R　 ⑧カミングオブエイジ
地方収得賞金 1,964,000円 9R　 ①オーベルジーヌ9R　 ①オーベルジーヌ9R　 ①オーベルジーヌ9R　 ①オーベルジーヌ
北海道：2014/06/26～　9戦0勝（2着4回、3着1回） 11R　⑩ツリーハウス11R　⑩ツリーハウス11R　⑩ツリーハウス11R　⑩ツリーハウス
名古屋：2015/01/15～　10戦2勝（2着2回、3着3回）

南関東：2015/09/10～　4戦0勝（2着1回、3着2回）

ホッカイドウ競馬から３頭出走！

11/30（月）浦和　ホッカイドウ競馬出身馬出走情報

水沢10R・GDJ2015

第32回プリンセスカップ

転入後
初出走

転入後
初出走

転入後
初出走

前走
３着

井上俊彦騎手

服部茂史騎手

阿部 龍騎手

プリンセスカップには、
ホッカイドウ競馬出身の
移籍馬も４頭出走します！

転入後
初出走

転入後
初出走

前走
１着

前走
２着


