
1R 5R 8R

3枠3番 1枠1番 4枠4番

ハタノリヴィール 調教師　佐藤厚弘（船橋） エムオーカーリング 調教師　柘榴浩樹（浦和） アイスバードック 調教師　薮口一麻（浦和） 

牡2歳 馬主　（有）グッドラック・ファーム 牝5歳 馬主　安藝洋 牡3歳 馬主　（有）太盛

鹿毛 生年月日　2013年5月2日 栗毛 生年月日　2010年4月13日 栗毛 生年月日　2012年4月3日

父　フレンチデピュティ 生産牧場　有限会社グッドラック・ファーム 父　ローエングリン 生産牧場　門別牧場 父　スターキングマン 生産牧場　ストロベリーフィールドファーム株式会社

母　ヴィヴィッドエンジェル（父　Ｓｅｐｔｉｅｍｅ　Ｃｉｅｌ） 産地　日高町 母　エムオーハート（父　チーフベアハート） 産地　日高町 母　エージバードック（父　タイキブリザード） 産地　むかわ町

地方収得賞金　1,700,000円 地方収得賞金　2,812,000円 地方収得賞金　2,805,000円

北海道：2015/05/06～　7戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2012/08/01～　10戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/06/11～　7戦1勝（2着1回、3着0回）

4枠4番 名古屋：2012/12/06～　17戦4勝（2着1回、3着1回） 南関東：2015/04/16～　12戦0勝（2着1回、3着0回）

キールアイス 調教師　薮口一麻（浦和） 南関東：2013/09/12～　49戦1勝（2着0回、3着3回）

牝2歳 馬主　（有）太盛 6枠7番 9R

黒鹿毛 生年月日　2013年4月28日 コードナンバー 調教師　薮口一麻（浦和） 8枠12番

父　サイレントディール 生産牧場　中央牧場 牡7歳 馬主　藤江勢津男 ミスエンピリカル 調教師　小澤宏次（浦和）

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 栗毛 生年月日　2008年5月11日 牝3歳 馬主　高岸節雄

地方収得賞金　2,065,000円 父　テレグノシス 生産牧場　シンユウフアーム 黒鹿毛 生年月日　2012年4月22日

北海道：2015/08/26～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 母　セイカドミノ（父　パラダイスクリーク） 産地　新冠町 父　プリサイスエンド 生産牧場　高岸順一

南関東：2015/12/02～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　8,717,000円 母　エンピリカル（父　Ｍｉｓｗａｋｉ） 産地　浦河町

7枠8番 北海道：2010/05/26～　12戦2勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　3,056,000円

ジャンプショット 調教師　薮口一麻（浦和） 南関東：2011/08/31～　57戦7勝（2着2回、3着4回） 北海道：2014/05/06～　16戦6勝（2着5回、3着3回）

牡2歳 馬主　（有）太盛 南関東：2015/12/04～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2013年4月6日 6R

父　ブラックタキシード 生産牧場　佐藤静子 3枠3番 11R

母　フジアンジュ（父　マヤノトップガン） 産地　新冠町 カネマサパートナー 調教師　宇野木博徳（浦和） 3枠3番

地方収得賞金　865,000円 牡4歳 馬主　グローバルサービス（株） チャコリ 調教師　水野貴史（浦和）

北海道：2015/08/05～　6戦2勝（2着1回、3着2回） 鹿毛 生年月日　2011年5月31日 牝4歳 馬主　泉俊二

南関東：2015/11/30～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 父　サクラプレジデント 生産牧場　川上悦夫 鹿毛 生年月日　2011年5月5日

母　ラブリイパートナー（父　Ｄａｒｓｈａａｎ） 産地　新冠町 父　サウスヴィグラス 生産牧場　大川牧場

2R 地方収得賞金　4,338,000円 母　スイートローラ（父　Ｓａｉｎｔ　Ｂａｌｌａｄｏ） 産地　厚真町

6枠6番 北海道：2013/07/30～　6戦2勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　14,820,000円

オーブチャン 調教師　水野貴史（浦和） 南関東：2013/12/30～　29戦1勝（2着3回、3着2回） 北海道：2013/05/16～　10戦1勝（2着2回、3着3回）

牝3歳 馬主　永田健一 4枠4番 南関東：2013/12/09～　21戦5勝（2着6回、3着5回）

栗毛 生年月日　2012年5月5日 フェンダー 調教師　長谷川忍（浦和） 7枠9番

父　ジャングルポケット 生産牧場　猿倉牧場 牝4歳 馬主　岡島行一 エールドランジュ 調教師　橋本和馬（大井）

母　オーブリエチア（父　フジキセキ） 産地　様似町 鹿毛 生年月日　2011年4月14日 牝5歳 馬主　和田博美

地方収得賞金　1,780,000円 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場 鹿毛 生年月日　2010年4月24日

北海道：2014/07/22～　8戦1勝（2着2回、3着2回） 母　プリモダンサー（父　シンボリクリスエス） 産地　新ひだか町 父　メイショウボーラー 生産牧場　中館牧場

南関東：2014/12/10～　18戦0勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　4,274,000円 母　ワンモアミイチュー（父　エンドスウィープ） 産地　日高町

北海道：2013/07/25～　10戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　20,370,000円

3R 南関東：2014/02/26～　32戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2012/09/05～　4戦1勝（2着2回、3着0回）

6枠8番 7枠8番 南関東：2012/12/31～　39戦6勝（2着6回、3着5回）

プリンセスプラン 調教師　小澤宏次（浦和） ノーリグレット 調教師　鈴木勝文（浦和） 8枠12番

牝3歳 馬主　坂本孝徳 牡4歳 馬主　三浦捷之 エルヘイロー 調教師　冨田敏男（浦和）

栗毛 生年月日　2012年3月18日 栗毛 生年月日　2011年2月16日 牡7歳 馬主　冨田藤男

父　オペラハウス 生産牧場　明治牧場 父　アッミラーレ 生産牧場　大北牧場 黒鹿毛 生年月日　2008年3月14日

母　ダンスプリンセス（父　ダンスインザダーク） 産地　新ひだか町 母　エフワンサンダー（父　サンダーガルチ） 産地　浦河町 父　ブラックタキシード 生産牧場　高橋耀代

地方収得賞金　1,960,000円 地方収得賞金　4,428,000円 母　ロマンオペラ（父　グランドオペラ） 産地　日高町

北海道：2014/06/05～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2013/06/18～　5戦1勝（2着2回、3着2回） 地方収得賞金　4,110,000円 中央収得賞金　41,560,000円

高知：2014/10/26～　31戦6勝（2着5回、3着5回） 南関東：2013/10/08～　23戦1勝（2着1回、3着3回） 北海道：2010/07/29～　5戦3勝（2着0回、3着0回）

　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2015/12/03～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 7R JRA：2010/12/19～　32戦2勝（2着1回、3着7回）

2枠2番 南関東：2014/10/29～　18戦0勝（2着0回、3着0回）

4R モリデンリオ 調教師　山越光（浦和） ◆2010　サンライズカップ1着

4枠4番 牡2歳 馬主　森田芳男

ムンタセーラ 調教師　柘榴浩樹（浦和） 栗毛 生年月日　2013年4月25日 本日は笠松競馬でもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！

牝8歳 馬主　吉澤深造 父　キングヘイロー 生産牧場　森田芳男 1R　①セントウォーク　②ユメウメサクラ

黒鹿毛 生年月日　2007年5月13日 母　マグマヴィーナス（父　カコイーシーズ） 産地　新冠町 2R　⑥チェリーサイクロン　⑨スズランクリーク

父　デザートキング 生産牧場　株式会社グラン・ファーム 地方収得賞金　2,342,000円 3R　③キネマオブクイーン　④モエレスマイルバー　⑤サワヤカ　⑧マイファンファーレ

母　タイキエメラルド（父　ジェイドロバリー） 産地　浦河町 北海道：2015/07/02～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 5R　②ニトウリュウ　⑦チェリーブラウン　⑨アイファーヨドヒメ

地方収得賞金　2,870,000円 南関東：2015/11/30～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 6R　①フロイント　②キャニオンシャイン　④ラブメデューサ

北海道：2009/07/15～　9戦0勝（2着1回、3着0回） 3枠3番 7R　①オグリガール　⑥ユメハオオキク　⑦モリデンビーツ

兵庫：2009/12/22～　22戦1勝（2着1回、3着1回） ウワサノモンジロウ 調教師　岡田一男（浦和） 8R　②アクアスクリーン

南関東：2010/11/25～　86戦2勝（2着1回、3着1回） 牡2歳 馬主　上野耕一 9R　②インヘリットライン

青毛 生年月日　2013年5月11日 10R　④ピンクノサイロ

石川 倭騎手・本日の騎乗予定 父　プリサイスエンド 生産牧場　樋渡志尚

3R　⑪オーヴェール 母　カリン（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町

7R　③ウワサノモンジロウ 地方収得賞金　3,118,000円

9R　⑦マイパンプキン 北海道：2015/05//14～　13戦2勝（2着3回、3着2回）

服部 茂史騎手・本日の騎乗予定

1R　③ハタノリヴィール

7R　⑩マーズプリンス ●南関東地方競馬・年末の開催日程

11R　⑨エールドランジュ

12/18（金） 浦和　ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

第９回浦和競馬：１２月１８日（金）・２１日（月）・２２日（火）

第１５回大井競馬：１２月２３日（祝水）・★２４日（木）・★２５日（金）

第１６回大井競馬：１２月２８日（月）・２９日（火）・３０日（水）・３１日（木）

★印はナイター開催。他場の発売予定につきましては、場内掲示およびホッカイドウ競馬公式HPでご確認ください。
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