
1R 3R 6R（続き）

4枠4番 6枠7番 4枠4番

トーイレッカー 調教師　内野健二（浦和） マルマルフェイス 調教師　長谷川忍（浦和） ニュータイプ 調教師　海馬澤司（浦和）

牡3歳 馬主　伊藤捷一 牝4歳 馬主　伊藤將 牡6歳 馬主　福田光男

栗毛 生年月日　2013年5月8日 栗毛 生年月日　2012年4月7日 栗毛 生年月日　2010年4月21日

父　ジャイアントレッカー 生産牧場　グラストレーニングセンター 父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　原武久 父　アッミラーレ 生産牧場　田中スタッド　

母　カンタベリービート（父　メイショウオウドウ） 産地　浦河町 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 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　592,000円 地方収得賞金　1,351,000円 地方収得賞金　7,195,000円

北海道：2015/06/24～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/05/14～　14戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2012/06/06～　5戦2勝（2着1回、3着0回）

金沢：2015/10/04～　6戦1勝（2着2回、3着0回） 名古屋：2014/12/04～　25戦2勝（2着1回、3着3回） 南関東：2012/10/16～　43戦2勝（2着3回、3着2回）

7枠10番 南関東：2015/12/01～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 6枠6番

ニシケンチニタ 調教師　内野健二（浦和） ミサトタイム 調教師　野口孝（浦和）

牝3歳 馬主　西森鶴 4R 牝8歳 馬主　宇田昌隆

青鹿毛 生年月日　2013年5月22日 2枠2番 栗毛 生年月日　2008年4月14日

父　エンパイアメーカー 生産牧場　オリエント牧場 ミカドウェザリア 調教師　川村守男（浦和） 父　タイムパラドックス 生産牧場　真歌伊藤牧場

母　クレメンティア（父　フジキセキ） 産地　新冠町 牝6歳 馬主　木村重和 母　ミサトユニオン（父　デュラブ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　779,000円 栗毛 生年月日　2010年2月9日 地方収得賞金　4,525,000円

北海道：2015/09/02～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 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 北海道：2010/06/10～　64戦10勝（2着8回、3着10回）

南関東：2015/12/22～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　アシュカル（父　グランデラ） 産地　日高町 南関東：2015/02/20～　14戦0勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　4,978,000円 7枠8番

2R 北海道：2012/05/24～　11戦1勝（2着0回、3着1回） カネマサパートナー 調教師　宇野木博徳（浦和）

1枠1番 南関東：2012/12/18～　51戦3勝（2着0回、3着0回） 牡5歳 馬主　グローバルサービス（株）

ヘビデューティー 調教師　小久保智（浦和） 5枠5番 鹿毛 生年月日　2011年5月31日

牡3歳 馬主　岡田壮史 セクシーキララ 調教師　川島豊（浦和） 父　サクラプレジデント 生産牧場　川上悦夫

栗毛 生年月日　2013年4月8日 牝8歳 馬主　（株）ファーストビジョン 母　ラブリイパートナー（父　Ｄａｒｓｈａａｎ） 産地　新冠町

父　カネヒキリ 生産牧場　厚賀古川牧場 芦毛 生年月日　2008年3月9日 地方収得賞金　4,338,000円

母　コスマグレース（父　ヘクタープロテクター） 産地　日高町 父　アドマイヤコジーン 生産牧場　日高大洋牧場 北海道：2013/07/30～　6戦2勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金　780,000円 母　セクシーポイント（父　トニービン） 産地　日高町 南関東：2013/12/30～　30戦1勝（2着3回、3着2回）

北海道：2015/07/02～　9戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　10,446,000円

2枠2番 北海道：2010/09/16～　5戦1勝（2着2回、3着0回） 9R

チェリーピーター 調教師　冨田敏男（浦和） 南関東：2011/01/17～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 3枠3番

牡3歳 馬主　冨田藤男 JRA：2011/05/01～　4戦0勝（2着0回、3着0回） ビービーキャンディ 調教師　小澤宏次（浦和） 

栗毛 生年月日　2013年4月22日 南関東：2011/09/08～　82戦4勝（2着7回、3着11回） 牝5歳 馬主　竹本弘

父　チェリークラウン 生産牧場　北俣牧夫 7枠9番 栗毛 生年月日　2011年3月3日

母　ヤマカツジャスミン（父　フジキセキ） 産地　浦河町 ドリームディバ 調教師　野口孝（浦和） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　坂東牧場

地方収得賞金　971,000円 牝6歳 馬主　石川邦明 母　タップエース（父　ホワイトマズル） 産地　平取町

北海道：2015/07/08～　12戦1勝（2着1回、3着3回） 鹿毛 生年月日　2010年1月23日 地方収得賞金　7,005,000円

南関東：2015/12/02～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 父　トワイニング 生産牧場　丸幸小林牧場 北海道：2013/07/30～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

3枠3番 母　マリンパンサー（父　ティンバーカントリー）産地　浦河町 南関東：2013/12/19～　25戦2勝（2着4回、3着6回）

アルプスボッチ 調教師　酒井一則（浦和） 地方収得賞金　5,276,000円 ◆2013　リリーカップ［門別］　2着

牝3歳 馬主　杉浦和也 北海道：2012/06/13～　11戦2勝（2着1回、3着1回）

青鹿毛 生年月日　2013年3月29日 南関東：2012/12/25～　33戦3勝（2着2回、3着5回） 11R　第59回ニューイヤーカップ〔ＳⅢ〕

父　ショウナンカンプ 生産牧場　小野瀬竜馬 1枠1番

母　マイネストレーガ（父　ブライアンズタイム） 産地　清水町 5R モリデンルンバ 調教師　坂本昇（船橋）

地方収得賞金　946,000円 3枠3番 牡3歳 馬主　森田芳男

北海道：2015/04/29～　14戦1勝（2着1回、3着2回） イリマレイ 調教師　宇野木博徳（浦和） 黒鹿毛 生年月日　2013年4月21日

南関東：2015/12/02～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 牝5歳 馬主　新井裕雅 父　マーベラスサンデー 生産牧場　森田芳男

5枠5番 鹿毛 生年月日　2011年4月21日 母　ナイスクラップ（父　ディアブロ） 産地　新冠町

スカイヒル 調教師　平山真希（浦和） 父　タイキシャトル 生産牧場　川上牧場 地方収得賞金　8,735,000円

牝3歳 馬主　木田茂雄 母　ラピーナラピド（父　ダンシングブレーヴ） 産地　新冠町 北海道：2015/06/17～　7戦3勝（2着1回、3着2回）

鹿毛 生年月日　2013年3月12日 地方収得賞金　2,898,000円 南関東：2015/11/11～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

父　ディープスカイ 生産牧場　阿部栄乃進 北海道：2013/06/26～　5戦2勝（2着0回、3着0回） ◆2015　平和賞［船橋］　2着

母　アタランテ（父　Ｄａｎｅｈｉｌｌ） 産地　厚真町 南関東：2014/01/03～　26戦2勝（2着0回、3着1回） 2枠2番

地方収得賞金　1,065,000円 タービランス 調教師　水野貴史（浦和） 

北海道：2015/05/27～　11戦2勝（2着0回、3着3回） 6R 牡3歳 馬主　泉俊二

南関東：2015/12/21～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 1枠1番 黒鹿毛 生年月日　2013年4月11日

6枠7番 フェンダー 調教師　長谷川忍（浦和） 父　パイロ 生産牧場　大川牧場

ハッチャンハッピー 調教師　水野貴史（浦和） 牝5歳 馬主　岡島行一 母　チャームエンジェル（父　Ｔｈｅａｔｒｉｃａｌ） 産地　厚真町

牝3歳 馬主　野嶋祥二 鹿毛 生年月日　2011年4月14日 地方収得賞金　8,500,000円

鹿毛 生年月日　2013年5月24日 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場 北海道：2015/07/09～　6戦4勝（2着0回、3着0回）

父　ゴールドヘイロー 生産牧場　澤井義一 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 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

母　アールデコ（父　タイキシャトル） 産地　様似町 地方収得賞金　4,274,000円 ◆2015　サンライズカップ［門別］　1着

地方収得賞金　840,000円 北海道：2013/07/25～　10戦1勝（2着1回、3着1回） 6枠6番

北海道：2015/07/15～　6戦1勝（2着2回、3着0回） 南関東：2014/02/26～　34戦1勝（2着1回、3着1回） ジャーニーマン 調教師　内田勝義（川崎） 

南関東：2015/12/08～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 2枠2番 牡3歳 馬主　（有）グランド牧場

8枠10番 ヒットショウヒン 調教師　小林真治（浦和） 鹿毛 生年月日　2013年3月15日

ナインハーフ 調教師　平山真希（浦和） 牡6歳 生年月日　2010年5月24日 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

牝3歳 馬主　（有）キャロットファーム 鹿毛 生産牧場　三石ファーム 母　リバティーベル（父　アサティス） 産地　新ひだか町

鹿毛 生年月日　2013年4月20日 父　タイムパラドックス 馬主　橋本義次 地方収得賞金　4,018,000円 中央収得賞金　1,600,000円

父　ワイルドラッシュ 生産牧場　レイクヴィラファーム 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 北海道：2015/07/21～　6戦2勝（2着0回、3着2回）

母　メジロベイシンガー（父　メジロライアン） 産地　洞爺湖町 地方収得賞金　7,157,000円 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　945,000円 北海道：2012/06/05～　6戦2勝（2着2回、3着1回） ◆2015　サンライズカップ［門別］　3着

北海道：2015/06/25～　8戦0勝（2着1回、3着3回） 南関東：2012/11/15～　42戦2勝（2着2回、3着2回）

兵庫：2015/12/08～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 3枠3番 本日は笠松・園田競馬でもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！

8枠11番 クラデジャブー 調教師　藤原智行（浦和） 笠松1R　②ミラクルファイター　④オグリトックン

カネショウアタック 調教師　長谷川忍（浦和） 牡5歳 馬主　倉見利弘 2R　④リュウワンラララ　⑦ヴィヴァスヴァット

牡3歳 馬主　（有）カネショウ 黒鹿毛 生年月日　2011年4月12日 3R　③エイダイカーン

鹿毛 生年月日　2013年5月8日 父　ファンタスティックライト 生産牧場　倉見牧場 4R　⑤オグリソング

父　キャプテンスティーヴ 生産牧場　マルシチ牧場 母　クラダッチューノ（父　サクラダイオー） 産地　日高町 7R　②ビーマイラブリング

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 地方収得賞金　3,869,000円 8R　③アンソルスラン　⑥エガオデコタエテ

地方収得賞金　820,000円 北海道：2013/05/08～　12戦1勝（2着3回、3着3回） 9R　③エイシンスバルボシ　⑦リンカスイート

北海道：2015/06/10～　8戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2013/12/03～　37戦1勝（2着3回、3着1回） 園田8R　③ピラミッドベニー　⑤フェイトアンサー

金沢：2015/11/03～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 次段へ続く

南関東：2015/12/02～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

1/7（木）浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

鞍上は服部茂史騎手！
本日はこのほか

９Ｒ③ビービーキャンディにも
騎乗いたします♪
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応援よろしくね！

前走
１着


