
1R 5R 9R

1枠1番 1枠1番 3枠3番

セカンドユウゼン 調教師　小澤宏次（浦和） コードナンバー 調教師　薮口一麻（浦和） トモノチャイルド 調教師　川村守男（浦和）

牡3歳 馬主　下妻正次郎 牡8歳 馬主　藤江勢津男 牝4歳 馬主　（株）大高建設

鹿毛 生年月日　2013年5月5日 栗毛 生年月日　2008年5月11日 黒鹿毛 生年月日　2012年4月29日

父　アッミラーレ 生産牧場　高山博 父　テレグノシス 生産牧場　シンユウフアーム 父　モルフェデスペクタ 生産牧場　大高朝幸

母　フォトグラフィー（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 母　セイカドミノ（父　パラダイスクリーク） 産地　新冠町 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　1,705,000円 地方収得賞金　8,957,000円 地方収得賞金　3,443,000円

北海道：2015/05/06〜　7戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2010/05/26〜　12戦2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）

佐賀：2015/10/10〜　4戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2011/08/31〜　58戦7勝（2着3回、3着4回） 南関東：2015/01/08〜　3戦2勝（2着0回、3着0回）

◆2015カペラ賞2着 5枠5番 北海道：2015/09/08〜　2戦0勝（2着1回、3着0回）

7枠9番 ミサトアップ 調教師　野口孝（浦和） 南関東：2015/10/26〜　4戦0勝（2着0回、3着0回）

トンドゥアモール 調教師　岡田一男（浦和） 牝6歳 馬主　宇田昌隆 7枠7番

牝3歳 馬主　上野耕一 栃栗毛 生年月日　2010年2月18日 ヴァリアーレ 調教師　小澤宏次（浦和） 

黒鹿毛 生年月日　2013年4月29日 父　タイムパラドックス 生産牧場　真歌伊藤牧場 牝4歳 馬主　上田信路

父　スパイキュール 生産牧場　滝本健二 母　ミサトペニー（父　オペラハウス） 産地　新ひだか町 栗毛 生年月日　2012年3月28日

母　オリジナルデザート（父　リアルシヤダイ） 産地　日高町 地方収得賞金　3,879,000円 父　アドマイヤジャパン 生産牧場　原田新治

地方収得賞金　1,620,000円 北海道：2012/05/03〜　15戦1勝（2着1回、3着0回） 母　ゾフィー（父　スキャン） 産地　平取町

北海道：2015/06/17〜　9戦2勝（2着2回、3着3回） 南関東：2012/12/25〜　50戦1勝（2着0回、3着3回） 地方収得賞金　3,322,000円

南関東：2015/11/30〜　2戦0勝（2着1回、3着0回） 8枠10番 北海道：2014/06/12〜　6戦1勝（2着2回、3着0回）

8枠12番 コスモアルファ 調教師　平山真希（浦和） 南関東：2014/11/17〜　16戦1勝（2着1回、3着1回）

ミュゼマリオネット 調教師　佐藤賢二（船橋） 牡7歳 馬主　木村勝

牝3歳 馬主　（有）新生ファーム 黒鹿毛 生年月日　2009年4月15日 10R

栗毛 生年月日　2013年4月8日 父　ロージズインメイ 生産牧場　ビッグレッドファーム 3枠3番

父　ロージズインメイ 生産牧場　下河辺牧場 母　オカノスピカ（父　コマンダーインチーフ） 産地　新冠町 トモノタイガ 調教師　川村守男（浦和）

母　ラッキーパートナー（父　Ｗｉｌｄ　Ａｇａｉｎ） 産地　日高町 地方収得賞金　8,271,000円 牡6歳 馬主　（株）大高建設

地方収得賞金　1,380,000円 北海道：2011/08/11〜　12戦2勝（2着1回、3着2回） 鹿毛 生年月日　2010年5月8日

北海道：2015/06/11〜　5戦1勝（2着2回、3着1回） 南関東：2012/02/07〜　32戦3勝（2着3回、3着4回） 父　ザール 生産牧場　大高朝幸

南関東：2015/12/08〜　1戦0勝（2着0回、3着0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

7R 地方収得賞金　10,825,000円

2R 2枠2番 北海道：2012/05/30〜　13戦3勝（2着1回、3着1回）

2枠2番 クライフターン 調教師　渡邊薫（船橋） 南関東：2012/12/11〜　12戦1勝（2着3回、3着3回）

ユニークベニュー 調教師　吉田正美（浦和） 牝3歳 馬主　野嶋祥二 北海道：2014/04/29〜　15戦0勝（2着0回、3着5回）

牝4歳 馬主　（有）辻牧場 黒鹿毛 生年月日　2013年4月1日 南関東：2015/01/08〜　19戦2勝（2着2回、3着5回）

栗毛 生年月日　2012年4月1日 父　バンブーエール 生産牧場　バンブー牧場 4枠4番

父　シニスターミニスター 生産牧場　辻牧場 母　ルージュバンブー（父　マリエンバード） 産地浦河町 ヴァンキッシャー 調教師　小久保智（浦和）

母　アドマイヤドレス（父　スピニングワールド） 産地　浦河町 地方収得賞金　4,140,000円 牝4歳 馬主　岡本幸正

地方収得賞金　1,484,000円 北海道：2015/06/02〜　11戦2勝（2着3回、3着1回） 青鹿毛 生年月日　2012年1月13日

北海道：2014/06/05〜　1戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2015/12/10〜　1戦1勝（2着0回、3着0回） 父　シンボリクリスエス 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム

笠松：2015/01/23〜　13戦5勝（2着2回、3着1回） 6枠7番 母　パラダイスイズヒア（父　サクラバクシンオー） 産地　白老町

南関東：2015/12/21〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） ジャンプショット 調教師　薮口一麻（浦和） 地方収得賞金　4,695,000円

5枠5番 牡3歳 馬主　（有）太盛 北海道：2014/05/29〜　10戦1勝（2着1回、3着4回）

オーブチャン 調教師　水野貴史（浦和） 黒鹿毛 生年月日　2013年4月6日 南関東：2014/12/10〜　9戦3勝（2着0回、3着0回）

牝4歳 馬主　永田健一 父　ブラックタキシード 生産牧場　佐藤静子

栗毛 生年月日　2012年5月5日 母　フジアンジュ（父　マヤノトップガン） 産地　新冠町 11R

父　ジャングルポケット 生産牧場　猿倉牧場 地方収得賞金　2,447,000円 8枠11番

母　オーブリエチア（父　フジキセキ） 産地　様似町 北海道：2015/08/05〜　6戦2勝（2着1回、3着2回） エルヘイロー 調教師　冨田敏男（浦和）

地方収得賞金　1,780,000円 南関東：2015/11/30〜　2戦1勝（2着0回、3着0回） 牡8歳 馬主　冨田藤男

北海道：2014/07/22〜　8戦1勝（2着2回、3着2回） 7枠9番 黒鹿毛 生年月日　2008年3月14日

南関東：2014/12/10〜　20戦0勝（2着2回、3着0回） モリデンリオ 調教師　山越光（浦和） 父　ブラックタキシード 生産牧場　高橋耀代

牡3歳 馬主　森田芳男 母　ロマンオペラ（父　グランドオペラ） 産地　日高町

3R 栗毛 生年月日　2013年4月25日 地方収得賞金　4,110,000円 中央収得賞金　41,560,000円

5枠6番 父　キングヘイロー 生産牧場　森田芳男 北海道：2010/07/29〜　5戦3勝（2着0回、3着0回）

ムンタセーラ 調教師　柘榴浩樹（浦和） 母　マグマヴィーナス（父　カコイーシーズ） 産地　新冠町 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牝9歳 馬主　吉澤深造 地方収得賞金　2,342,000円 JRA：2010/12/19〜　32戦2勝（2着1回、3着7回）

黒鹿毛 生年月日　2007年5月13日 北海道：2015/07/02〜　6戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2014/10/29〜　20戦0勝（2着0回、3着0回）

父　デザートキング 生産牧場　株式会社グラン・ファーム 南関東：2015/11/30〜　2戦0勝（2着1回、3着0回） ◆2010サンライズカップ（H2）1着

母　タイキエメラルド（父　ジェイドロバリー） 産地　浦河町 8枠10番

地方収得賞金　2,870,000円 ウワサノモンジロウ 調教師　岡田一男（浦和） 12R

北海道：2009/07/15〜　9戦0勝（2着1回、3着0回） 牡3歳 馬主　上野耕一 3枠3番

兵庫：2009/12/22〜　22戦1勝（2着1回、3着1回） 青毛 生年月日　2013年5月11日 パンパカパーティ 調教師　小久保智（浦和）

南関東：2010/11/25〜　87戦2勝（2着1回、3着1回） 父　プリサイスエンド 生産牧場　樋渡志尚 牡5歳 馬主　山口裕介

母　カリン（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町 鹿毛 生年月日　2011年3月23日

4R 地方収得賞金　3,368,000円 父　サイレントディール 生産牧場　畔高牧場

2枠2番 北海道：2015/05/14〜　13戦2勝（2着3回、3着2回） 母　ウォータートスカ（父　オペラハウス） 産地　浦河町

エムオーカーリング 調教師　柘榴浩樹（浦和） 南関東：2015/12/18〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　17,150,000円

牝6歳 馬主　安藝洋 8枠11番 北海道：2013/05/03〜　2戦1勝（2着1回、3着0回）

栗毛 生年月日　2010年4月13日 ノーノーイエース 調教師　矢野義幸（船橋） 南関東：2013/11/19〜　15戦2勝（2着1回、3着2回）

父　ローエングリン 生産牧場　門別牧場 牝3歳 馬主　山際辰夫 ◆2013栄冠賞（H2）2着

母　エムオーハート（父　チーフベアハート） 産地　日高町 青鹿毛 生年月日　2013年4月3日 ◆2014ニューイヤーカップ2着

地方収得賞金　2,812,000円 父　アジュディミツオー 生産牧場竹島幸治 ◆2014東京湾カップ3着

北海道：2012/08/01〜　10戦1勝（2着0回、3着0回） 母　ヤマノバイオレット（父　フジキセキ） 産地日高町 8枠11番

名古屋：2012/12/06〜　17戦4勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　2,620,000円 フレッシュメイト 調教師　稲葉道行（浦和）

南関東：2013/09/12〜　50戦1勝（2着0回、3着3回） 北海道：2015/04/23〜　12戦1勝（2着1回、3着1回） 牡8歳 馬主　大黒富美子

南関東：2015/12/08〜　1戦1勝（2着0回、3着0回） 青鹿毛 生年月日　2008年4月29日

父　ブラックホーク 生産牧場　池田牧場

服部茂史騎手がホッカイドウ競馬から期間限定騎乗中！ 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

1R　⑦イワミノキセキ 地方収得賞金　24,148,000円

10R　③トモノタイガ 北海道：2010/09/09〜　6戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2011/01/24〜　60戦9勝（2着10回、3着11回）
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