
1R 5R 9R

2枠2番 3枠3番 5枠6番

マナミン 調教師　林正人（船橋） エムオーカーリング 調教師　柘榴浩樹（浦和） ネガティヴ 調教師　横山保（浦和）

牝3歳 馬主　山口裕介 牝6歳 馬主　安藝洋 牝4歳 馬主　村上進治

黒鹿毛 生年月日　2013年3月13日 栗毛 生年月日　2010年4月13日 鹿毛 生年月日　2012年3月27日

父　ヴァーミリアン 生産牧場　三村卓也 父　ローエングリン 生産牧場　門別牧場 父　アジュディミツオー 生産牧場　新生ファーム

母　シビリアンゴッデス（父　ラムタラ） 産地　新冠町 母　エムオーハート（父　チーフベアハート） 産地　日高町 母　ゴーゴースズカ（父　フォーティナイナー） 産地　日高町

地方収得賞金　1,420,000円 地方収得賞金　3,052,000円 地方収得賞金　6,480,000円

北海道：2015/06/11〜　4戦1勝（2着0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：2014/06/05〜　6戦1勝（2着1回、3着2回）

南関東：2015/09/03〜　3戦0勝（2着1回、3着1回） 名古屋：2012/12/06〜　17戦4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）

6枠6番 南関東：2013/09/12〜　53戦1勝（2着1回、3着3回） 　　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回）

スーパープルーム 調教師　岡林光浩（船橋） 6枠7番 南関東：2014/12/01〜　4戦0勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　組）寿組合 フェンダー 調教師　長谷川忍（浦和） 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2013年4月4日 牝5歳 馬主　岡島行一 北海道：2015/04/22〜　1戦0勝（2着回、3着0回）

父　ネオユニヴァース 生産牧場　村上欽哉 鹿毛 生年月日　2011年4月14日 金沢：2015/05/26〜　5戦0勝（2着3回、3着0回）

母　パナマックス（父　クロフネ） 産地　新冠町 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場 北海道：2015/09/16〜　1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,450,000円 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 南関東：2015/12/22〜　2戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2015/04/22〜　7戦2勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　4,274,000円 ◆2014ジュニアグランプリ3着

南関東：2015/11/09〜　3戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2013/07/25〜　10戦1勝（2着1回、3着1回） ◆2014エーデルワイス賞（ＪｐｎⅢ）3着

南関東：2014/02/26〜　35戦1勝（2着1回、3着1回） 7枠10番

2R 7枠8番 イナズマアリオーン 調教師　加藤誠一（川崎）

1枠1番 ツガノサツキ 調教師　山越光（浦和） 牡4歳 馬主　小泉賢悟

ハピネスヒーロー 調教師　長谷川忍（浦和） 牝5歳 馬主　小澤偉男 鹿毛 生年月日　2012年4月15日

牡3歳 馬主　新井弘幸 鹿毛 生年月日　2011年4月19日 父　カネヒキリ 生産牧場　ヒノデファーム

栗毛 生年月日　2013年4月2日 父　クロフネ 生産牧場　中田英樹 母　トーワフォーチュン（父　エンドスウィープ） 産地　新冠町

父　アサクサキングス 生産牧場　新井弘幸 母　ハクツクィーン（父　フォーティナイナー） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　5,221,000円

母　スズキャンドル（父　ジャングルポケット） 産地　日高町 地方収得賞金　2,672,000円 北海道：2014/07/17〜　9戦2勝（2着1回、3着3回）

地方収得賞金　1,900,000円 北海道：2013/08/07～　17戦1勝（2着0回、3着4回） 南関東：2014/12/17〜　16戦2勝（2着1回、3着3回）

北海道：2015/05/20〜　9戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2014/10/09～　25戦1勝（2着3回、3着1回） 8枠11番

　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） ヴァンキッシャー 調教師　小久保智（浦和）

7枠10番 6R 牝4歳 馬主　岡本幸正

ハッチャンハッピー 調教師　水野貴史（浦和） 8枠8番 青鹿毛 生年月日　2012年1月13日

牝3歳 馬主　野嶋祥二 ポップコーンドール 調教師　宮下貴明（船橋） 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

鹿毛 生年月日　2013年5月24日 牝7歳 馬主　山路孝 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

父　ゴールドヘイロー 生産牧場　澤井義一 鹿毛 生年月日　2009年2月15日 地方収得賞金　5,001,000円

母　アールデコ（父　タイキシャトル） 産地　様似町 父　トワイニング 生産牧場　白井牧場 北海道：2014/05/29〜　10戦1勝（2着1回、3着4回）

地方収得賞金　2,140,000円 母　ポップコーンプリンセス（父Ｏｌｄ　Ｔｒｉｅｓｔｅ） 産地　日高町 南関東：2014/12/10〜　11戦3勝（2着0回、3着1回）

北海道：2015/07/15〜　6戦1勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　4,544,000円 8枠12番

南関東：2015/12/08〜　2戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2011/06/15〜　8戦0勝（2着0回、3着2回） レディーオブロー 調教師　矢野義幸（船橋）

8枠12番 南関東：2011/11/15〜　80戦1勝（2着2回、3着5回） 牝5歳 馬主　佐藤勝士

セカンドユウゼン 調教師　小澤宏次（浦和） 黒鹿毛 生年月日　2011年5月10日

牡3歳 馬主　下妻正次郎 8R 父　ルールオブロー 生産牧場　タガミファーム

鹿毛 生年月日　2013年5月5日 2枠2番 母　ターフサルート（父　Ｌｏｒｄ　Ａｔ　Ｗａｒ） 産地　新ひだか町

父　アッミラーレ 生産牧場　高山博 トモノチャイルド 調教師　川村守男（浦和） 地方収得賞金 8,244,000円

母　フォトグラフィー（父　フォーティナイナー）産地　日高町 牝4歳 馬主　（株）大高建設 北海道：2013/07/24〜　5戦2勝（2着0回、3着2回）

地方収得賞金　2,125,000円 黒鹿毛 生年月日　2012年4月29日 南関東：2013/12/05〜　20戦4勝（2着4回、3着3回）

北海道：2015/05/06〜　7戦1勝（2着2回、3着1回） 父　モルフェデスペクタ 生産牧場　大高朝幸

佐賀：2015/10/10〜　4戦1勝（2着1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 10R

南関東：2015/01/06〜　1戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　3,443,000円 1枠1番

◆2015カペラ賞2着 北海道：2014/05/29〜　11戦1勝（2着1回、3着4回） ダイリングローバル 調教師　佐々木功（船橋）

南関東：2015/01/08〜　3戦2勝（2着0回、3着0回） 牡6歳 馬主　佐々木總雄

3R 北海道：2015/09/08〜　2戦0勝（2着1回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2010年4月30日

1枠1番 南関東：2015/10/26〜　6戦0勝（2着0回、3着0回） 父　ホワイトマズル 生産牧場　白老大須賀牧場

オーブチャン 調教師　水野貴史（浦和） 8枠10番 母　ミラクルワンダー（父　フジキセキ） 産地　白老町

牝4歳 馬主　永田健一 ヴァリアーレ 調教師　小澤宏次（浦和） 地方収得賞金　16,549,000円

栗毛 生年月日　2012年5月5日 牝4歳 馬主　上田信路 北海道：2012/07/11〜　5戦0勝（2着0回、3着1回）

父　ジャングルポケット 生産牧場　猿倉牧場 栗毛 生年月日　2012年3月28日 佐賀：2012/11/23〜　10戦5勝（2着2回、3着1回）

母　オーブリエチア（父　フジキセキ） 産地　様似町 父　アドマイヤジャパン 生産牧場　原田新治 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,780,000円 母　ゾフィー（父　スキャン） 産地　平取町 南関東：2013/08/07〜　23戦4勝（2着4回、3着2回）

北海道：2014/07/22〜　8戦1勝（2着2回、3着2回） 地方収得賞金　3,492,000円 ◆2013九州ダービー栄城賞1着

南関東：2014/12/10〜　21戦0勝（2着2回、3着0回） 北海道：2014/06/12〜　6戦1勝（2着2回、3着0回）

南関東：2014/11/17〜　18戦1勝（2着1回、3着2回） 11R

4R 8枠10番

5枠5番 グレイスウォード 調教師　椎名廣明（船橋）

ムンタセーラ 調教師　柘榴浩樹（浦和） 牡6歳 馬主　（株）レックス

牝9歳 馬主　吉澤深造 芦毛 生年月日　2010年4月17日

黒鹿毛 生年月日　2007年5月13日 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　岡田スタツド

父　デザートキング 生産牧場　株式会社グラン・ファーム 母　スマーティコジーン（父　Ｃｏｚｚｅｎｅ） 産地　新ひだか町

母　タイキエメラルド（父　ジェイドロバリー） 産地　浦河町 地方収得賞金　10,819,000円

地方収得賞金　2,870,000円 北海道：2012/09/04〜　5戦2勝（2着0回、3着0回）

北海道：2009/07/15〜　9戦0勝（2着1回、3着0回） 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

兵庫：2009/12/22〜　22戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2012/12/03〜　26戦4勝（2着3回、3着1回）

南関東：2010/11/25〜　89戦2勝（2着1回、3着1回）

2/1（月）浦和  ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

応援してね！

転入後
初出走

前走
3 着

前走
1 着

前走
2 着

前走
1 着


