
1R 4R 7R

1枠1番 2枠2番 4枠4番

ミルクビスケット 調教師　平山真希（浦和） ミカドウェザリア 調教師　川村守男（浦和） ベストイチバン 調教師　佐藤健二（川崎）

牝2歳 馬主　（有）ノマ 牝5歳 馬主　木村重和 牡5歳 馬主　大野春男

栗毛 生年月日　2013年4月16日 栗毛 生年月日　2010年2月9日 黒鹿毛 生年月日　2010年3月25日

父　タイキシャトル 生産牧場　ユートピア牧場 父　ファンタスティックライト 生産牧場　有限会社グッドラック・ファーム 父　スキャン 生産牧場　富川田中牧場

母　ブルークリクィン（父　アフリート） 産地　登別市 母　アシュカル（父　グランデラ） 産地　日高町 母　レイレイン（父　ブレイヴエストローマン） 産地　日高町

地方収得賞金　635,000円 地方収得賞金　4,978,000円 地方収得賞金　7,524,000円

北海道：2015/05/13～　10戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2012/05/24～　11戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2012/09/20～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

2枠2番 南関東：2012/12/18～　49戦3勝（2着0回、3着0回） 岩手：2012/11/12～　4戦1勝（2着2回、3着0回）

キールアイス 調教師　薮口一麻（浦和） 南関東：2013/01/29～　29戦6勝（2着3回、3着0回）

牝2歳 馬主　（有）太盛 5R

黒鹿毛 生年月日　2013年4月28日 2枠2番 8R

父　サイレントディール 生産牧場　中央牧場 エキシビジョン 調教師　冨田敏男（浦和） 8枠8番

母　シンセイコンコルド（父　フサイチコンコルド） 産地　新冠町 牝3歳 馬主　冨田藤男 トモノチャイルド 調教師　川村守男（浦和）

地方収得賞金　765,000円 鹿毛 生年月日　2012年3月28日 牝3歳 馬主　（株）大高建設

北海道：2015/08/26～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 父　フサイチコンコルド 生産牧場　新生ファーム 黒鹿毛 生年月日　2012年4月29日

3枠3番 母　グレースペニー（父　アフリート） 産地　日高町 父　モルフェデスペクタ 生産牧場　大高朝幸

チェリーピーター 調教師　冨田敏男（浦和） 地方収得賞金　2,255,000円 母　ホロトラストシーン（父　ゼンノメイジン） 産地　新ひだか町

牡2歳 馬主　冨田藤男 北海道：2014/04/23～　6戦1勝（2着0回、3着2回） 地方収得賞金　3,443,000円

栗毛 生年月日　2013年4月22日 金沢：2014/10/21～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2014/05/29～　11戦1勝（2着1回、3着4回）

父　チェリークラウン 生産牧場　北俣牧夫 南関東：2015/01/01～　17戦0勝（2着1回、3着2回） 南関東：2015/01/08～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

母　ヤマカツジャスミン（父　フジキセキ） 産地　浦河町 8枠11番 北海道：2015/09/08～　2戦0勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　750,000円 トリックショット 調教師　工藤伸輔（浦和） 南関東：2015/10/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2015/07/08～　12戦1勝（2着1回、3着3回） 牝3歳 馬主　森田徹

4枠4番 黒鹿毛 生年月日　2012年5月27日 9R

マスオ 調教師　野口孝（浦和） 父　ブレイクランアウト 生産牧場　オリオンファーム 2枠2番

牡2歳 馬主　宇田昌隆 母　ロビンズネスト（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町 ブレイクスルー 調教師　佐々木清明（船橋）

栗毛 生年月日　2013年5月17日 地方収得賞金　2,226,000円 牝8歳 馬主　佐々木總雄

父ディープスカイ 生産牧場　谷川牧場 北海道：2014/05/28～　7戦1勝（2着1回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2007年3月18日

母　マスカラーダ（父　スピニングワールド） 産地　浦河町 南関東：2014/12/16～　17戦0勝（2着2回、3着2回） 父　イーグルカフェ 生産牧場　沖田牧場

地方収得賞金　640,000円 母　ベストルンルン（父　キャロルハウス） 産地　日高町

北海道：2015/07/15～　8戦1勝（2着2回、3着0回） 6R 地方収得賞金　18,403,000円

6枠7番 5枠6番 北海道：2009/06/02～　11戦2勝（2着1回、3着1回）

カネショウアタック 調教師　長谷川忍（浦和） カネマサパートナー 調教師　宇野木博徳（浦和） 南関東：2010/01/15～　85戦5勝（2着9回、3着15回）

牡2歳 馬主　（有）カネショウ 牡4歳 馬主　グローバルサービス（株） 8枠11番

鹿毛 生年月日　2013年5月8日 鹿毛 生年月日　2011年5月31日 トモノタイガ 調教師　川村守男（浦和）

父　キャプテンスティーヴ 生産牧場　マルシチ牧場 父　サクラプレジデント 生産牧場　川上悦夫 牡5歳 馬主　（株）大高建設

母　マジブランシェ（父　エアシャカール） 産地　青森県三戸郡五戸町 母　ラブリイパートナー（父　Ｄａｒｓｈａａｎ） 産地　新冠町 鹿毛 生年月日　2010年5月8日

地方収得賞金　820,000円 地方収得賞金　4,338,000円 父　ザール 生産牧場　大高朝幸

北海道：2015/06/10～　8戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2013/07/30～　6戦2勝（2着1回、3着2回） 母　ホロトラストシーン（父　ゼンノメイジン） 産地　新ひだか町

金沢：2015/11/03～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2013/12/30～　28戦1勝（2着3回、3着2回） 地方収得賞金　10,285,000円

8枠10番 7枠10番 北海道：2012/05/30～　13戦3勝（2着1回、3着1回）

アルプスボッチ 調教師　酒井一則（浦和） ノーリグレット 調教師　鈴木勝文（浦和） 南関東：2012/12/11～　12戦1勝（2着3回、3着3回）

牝2歳 馬主　杉浦和也 牡4歳 馬主　三浦捷之 北海道：2014/04/29～　15戦0勝（2着0回、3着5回）

青鹿毛 生年月日　2013年3月29日 栗毛 生年月日　2011年2月16日 南関東：2015/01/08～　17戦2勝（2着1回、3着5回）

父　ショウナンカンプ 生産牧場　小野瀬竜馬 父　アッミラーレ 生産牧場　大北牧場

母　マイネストレーガ（父　ブライアンズタイム） 産地　清水町 母　エフワンサンダー（父　サンダーガルチ） 産地　浦河町 10R　第36回浦和記念（JpnⅡ）

地方収得賞金　725,000円 地方収得賞金　4,428,000円 5枠5番

北海道：2015/04/29～　14戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2013/06/18～　5戦1勝（2着2回、3着2回） ハッピースプリント 調教師　森下淳平（大井）

南関東：2013/10/08～　22戦1勝（2着1回、3着3回） 牡4歳 馬主　（有）辻牧場

3R 鹿毛 生年月日　2011年3月6日

2枠2番 本日は名古屋競馬でもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 父　アッミラーレ 生産牧場　辻牧場

ドリームディバ 調教師　野口孝（浦和） 1R　③エンジェルドレス 母　マーゴーン（父　Ｄａｙｊｕｒ） 産地　浦河町

牝5歳 馬主　石川邦明 2R　⑥オペレッタスキー 地方収得賞金　215,400,000円

鹿毛 生年月日　2010年1月23日 5R　①サジカゲン　③リードクィーン　⑤アプリーレ　⑥アンジュオスリール 中央収得賞金　4,500,000円

父　トワイニング 生産牧場　丸幸小林牧場 7R　②オグリヒーロー　④スカイウォリアー　⑧ゴールドトレジャー 北海道：2013/05/15～　7戦5勝（2着0回、3着0回）

母　マリンパンサー（父　ティンバーカントリー）産地　浦河町 8R　②ナーゴナーゴユーリ　⑤セントウイナー 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　4,340,000円 11R　②アイビスティ　 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2012/06/13～　11戦2勝（2着1回、3着1回） 南関東：12戦3勝（2着1回、3着2回）

南関東：2012/12/25～　31戦2勝（2着2回、3着5回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

7枠10番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

コスモアルファ 調教師　平山真希（浦和） ◆2013サンライズカップ1着、2013北海道2歳優駿1着、全日本2歳優駿1着

牡6歳 馬主　木村勝 ◆2014京浜盃1着、羽田盃1着、ジャパンダートダービー2着

黒鹿毛 生年月日　2009年4月15日 ◆2015かしわ記念3着、帝王賞3着

父　ロージズインメイ 生産牧場　ビッグレッドファーム

母　オカノスピカ（父　コマンダーインチーフ） 産地　新冠町

地方収得賞金　7,471,000円

北海道：2011/08/11～　12戦2勝（2着1回、3着2回）

南関東：2012/02/07～　30戦2勝（2着2回、3着4回）

12/2（水）浦和　ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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