
2R 5R 9R

4枠4番 2枠2番 4枠4番

スカイヒル 調教師　平山真希（浦和） ピエールフィンガー 調教師　長谷川忍（浦和） トモノチャイルド 調教師　川村守男（浦和）

牝2歳 馬主　木田茂雄 牝5歳 馬主　宍戸廣司 牝3歳 馬主　（株）大高建設

鹿毛 生年月日　2013年3月12日 鹿毛 生年月日　2010年3月19日 黒鹿毛 生年月日　2012年4月29日

父　ディープスカイ 生産牧場　阿部栄乃進 父　アドマイヤボス 生産牧場　藤本直弘 父　モルフェデスペクタ 生産牧場　大高朝幸

母　アタランテ（父　Ｄａｎｅｈｉｌｌ） 産地　厚真町 母　メモリーエラン（父　Ｍｔｏｔｏ） 産地　日高町 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

地方収得賞金　1,065,000円 地方収得賞金　3,944,000円 地方収得賞金　3,443,000円

北海道：2015/05/27～　11戦2勝（2着0回、3着3回） 北海道：2012/08/22～　6戦0勝（2着0回、3着3回） 北海道：2014/05/29～　11戦1勝（2着1回、3着4回）

6枠7番 高知：2012/12/09～　23戦5勝（2着5回、3着7回）　 南関東：2015/01/08～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

チェリーピーター 調教師　冨田敏男（浦和） 南関東：2013/11/21～　34戦2勝（2着3回、3着3回） 北海道：2015/09/08～　2戦0勝（2着1回、3着0回）

牡2歳 馬主　冨田藤男 8枠11番 南関東：2015/10/26～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

栗毛 生年月日　2013年4月22日 ミサトアップ 調教師　野口孝（浦和） 8枠11番

父　チェリークラウン 生産牧場　北俣牧夫 牝5歳 馬主　宇田昌隆 ヴァリアーレ 調教師　小澤宏次（浦和） 

母　ヤマカツジャスミン（父　フジキセキ） 産地　浦河町 栃栗毛 生年月日　2010年2月18日 牝3歳 馬主　上田信路

地方収得賞金　971,000円 父　タイムパラドックス 生産牧場　真歌伊藤牧場 栗毛 生年月日　2012年3月28日

北海道：2015/07/08～　12戦1勝（2着1回、3着3回） 母　ミサトペニー（父　オペラハウス） 産地　新ひだか町 父　アドマイヤジャパン 生産牧場　原田新治

南関東：2015/12/02～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　3,879,000円 母　ゾフィー（父　スキャン） 産地　平取町

6枠8番 北海道：2012/05/03～　15戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　3,322,000円

カネショウアタック 調教師　長谷川忍（浦和） 南関東：2012/12/25～　49戦1勝（2着0回、3着3回） 北海道：2014/06/12～　6戦1勝（2着2回、3着0回）

牡2歳 馬主　（有）カネショウ 南関東：2014/11/17～　15戦1勝（2着1回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2013年5月8日 7R

父　キャプテンスティーヴ 生産牧場　マルシチ牧場 6枠8番 10R

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 ノンノ 調教師　藤原智行（浦和） 7枠9番

地方収得賞金　820,000円 牝4歳 馬主　北嶋佳和 アメリカンサンダー 調教師　稲葉道行（浦和）

北海道：2015/06/10～　8戦1勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2011年5月18日 牡5歳 馬主　佐藤照彦

金沢：2015/11/03～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 父　アルカセット 生産牧場　北島牧場 鹿毛 生年月日　2010年4月22日

南関東：2015/12/02～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　カプリッチョーサ（父　Ａｌｚａｏ） 産地　平取町 父　アメリカンボス 生産牧場　山野牧場

7枠10番 地方収得賞金　3,633,000円 母　キタサンキャンドル（父　Ｔｈｕｎｄｅｒ　Ｇｕｌｃｈ） 産地　新ひだか町

トンドゥアモール 調教師　岡田一男（浦和） 北海道：2013/08/07～　6戦0勝（2着2回、3着1回） 地方収得賞金　9,815,000円

牝2歳 馬主　上野耕一 兵庫：2014/01/07～　5戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2012/05/16～　11戦3勝（2着1回、3着1回）

黒鹿毛 生年月日　2013年4月29日 北海道：2014/07/15～　24戦3勝（2着1回、3着1回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　スパイキュール 生産牧場　滝本健二 8枠12番 南関東：2013/02/04～　12戦1勝（2着0回、3着1回）

母　オリジナルデザート（父　リアルシヤダイ） 産地　日高町 ヒットショウヒン 調教師　小林真治（浦和） 北海道：2014/04/29～　12戦0勝（2着2回、3着4回）

地方収得賞金　1,230,000円 牡5歳 生年月日　2010年5月24日 南関東：2014/11/19～　18戦1勝（2着0回、3着1回）

北海道：2015/06/17～　9戦2勝（2着2回、3着3回） 鹿毛 生産牧場　三石ファーム

南関東：2015/11/30～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　タイムパラドックス 馬主　橋本義次 11R

8枠11番 母　メルシーフレンチ（父　フレンチグローリー） 産地　新ひだか町 2枠2番

マスオ 調教師　野口孝（浦和） 地方収得賞金　6,857,000円 フレッシュメイト 調教師　稲葉道行（浦和）

牡2歳 馬主　宇田昌隆 北海道：2012/06/05～　6戦2勝（2着2回、3着1回） 牡7歳 馬主　大黒富美子

栗毛 生年月日　2013年5月17日 南関東：2012/11/15～　40戦2勝（2着2回、3着2回） 青鹿毛 生年月日　2008年4月29日

父ディープスカイ 生産牧場　谷川牧場 父　ブラックホーク 生産牧場　池田牧場

母　マスカラーダ（父　スピニングワールド） 産地　浦河町 8R 母　ロドリゴエミリ（父　ロドリゴデトリアーノ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　809,000円 1枠1番 地方収得賞金　24,148,000円

北海道：2015/07/15～　8戦1勝（2着2回、3着0回） エキシビジョン 調教師　冨田敏男（浦和） 北海道：2010/09/09～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2015/12/02～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 牝3歳 馬主　冨田藤男 南関東：2011/01/24～　58戦9勝（2着10回、3着11回）

鹿毛 生年月日　2012年3月28日

4R 父　フサイチコンコルド 生産牧場　新生ファーム 12R

6枠6番 母　グレースペニー（父　アフリート） 産地　日高町 6枠7番

マルマルフェイス 調教師　長谷川忍（浦和） 地方収得賞金　2,255,000円 トモノタイガ 調教師　川村守男（浦和）

牝3歳 馬主　伊藤將 北海道：2014/04/23～　6戦1勝（2着0回、3着2回） 牡5歳 馬主　（株）大高建設

栗毛 生年月日　2012年4月7日 金沢：2014/10/21～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2010年5月8日

父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　原武久 南関東：2015/01/01～　18戦0勝（2着1回、3着2回） 父　ザール 生産牧場　大高朝幸

母　サクラフロンティア（父　サクラユタカオー） 産地　新ひだか町 3枠3番 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

地方収得賞金　1,351,000円 ティーレイ 調教師　薮口一麻（浦和） 地方収得賞金　10,285,000円

北海道：2014/05/14～　14戦1勝（2着1回、3着2回） 牝5歳 馬主　磯部敏夫 北海道：2012/05/30～　13戦3勝（2着1回、3着1回）

名古屋：2014/12/04～　25戦2勝（2着1回、3着3回） 鹿毛 生年月日　2010年2月26日 南関東：2012/12/11～　12戦1勝（2着3回、3着3回）

南関東：2015/12/01～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　アメリカンボス 生産牧場　桑嶋峰雄 北海道：2014/04/29～　15戦0勝（2着0回、3着5回）

8枠9番 母　ベルモントアダマス（父　アジュディケーティング） 産地　新ひだか町 南関東：2015/01/08～　18戦2勝（2着1回、3着5回）

クラミネルヴァ 調教師　藤原智行（浦和） 地方収得賞金　7,180,000円

牝3歳 馬主　倉見利弘 北海道：2012/05/31～　6戦2勝（2着1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！

鹿毛 生年月日　2012年3月23日 南関東：2012/12/04～　10戦3勝（2着1回、3着2回） 1R　②ゴールドキルクス　③ボルジアクイーン

父　フサイチコンコルド 生産牧場　倉見牧場 北海道：2014/08/21～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 　　　⑤アイサイ　⑦ラストエンブレム

母　クラシャトル（父　ワカオライデン） 産地　日高町 南関東：2014/12/08～　18戦0勝（2着0回、3着1回） 2R　⑧シグラップアマンダ

地方収得賞金　1,259,000円 6枠7番 4R　①サクラヴァンデロア

北海道：11戦2勝（2着0回、3着1回） トリックショット 調教師　工藤伸輔（浦和） 5R　③ソラニサクハナ

8枠10番 牝3歳 馬主　森田徹 6R　⑩クラアミーゴ

ユニークベニュー 調教師　吉田正美（浦和） 黒鹿毛 生年月日　2012年5月27日 10R　②スタンドアウト

牝3歳 馬主　（有）辻牧場 父　ブレイクランアウト 生産牧場　オリオンファーム 11R　⑩チェリーマーシャル

栗毛 生年月日　2012年4月1日 母　ロビンズネスト（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町

父　シニスターミニスター 生産牧場　辻牧場 地方収得賞金　2,226,000円

母　アドマイヤドレス（父　スピニングワールド） 産地　浦河町 北海道：2014/05/28～　7戦1勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　1,354,000円 南関東：2014/12/16～　18戦0勝（2着2回、3着2回）

北海道：2014/06/05～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 8枠12番

笠松：2015/01/23～　13戦5勝（2着2回、3着1回） ニュータイプ 調教師　海馬澤司（浦和）

牡5歳 馬主　福田光男

石川 倭騎手 本日の騎乗予定 栗毛 生年月日　2010年4月21日

12R　①シルクコンダクター 父　アッミラーレ 生産牧場　田中スタッド　

母　キャンディスマイル（父　ティンバーカントリー） 産地　浦河町

地方収得賞金　7,195,000円

北海道：2012/06/06～　5戦2勝（2着1回、3着0回）

南関東：2012/10/16～　42戦2勝（2着3回、3着2回）

12/21（月） 浦和 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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