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1枠1番 1枠1番 2枠2番

サーラジャー 調教師　藤原智行（浦和） ノーノーイエース 調教師　矢野義幸（船橋） キタノファイター 調教師　佐々木功（船橋） 

牡3歳 馬主　横川マスミ 牝3歳 馬主　山際辰夫 牡5歳 馬主　中島稔

栗毛 生年月日　2013年5月4日 青鹿毛 生年月日　2013年4月3日 黒鹿毛 生年月日　2011年4月5日

父　カジノドライヴ 生産牧場　天羽牧場 父　アジュディミツオー 生産牧場　竹島幸治 父　ストーミングホーム 生産牧場　森永聡

母　ギルティーコンシェンス（父　Ｅｎｔｒｅｐｒｅｎｅｕｒ） 産地　日高町 母　ヤマノバイオレット（父　フジキセキ） 産地　日高町 母　サイキョウヒカリ（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町

地方収得賞金　1,230,000円 地方収得賞金　3,645,000円 地方収得賞金　1,591,000円

北海道：2015/07/21　8戦2勝（2着1回、3着1回） 北海道：2015/04/23～　12戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2013/05/01～　5戦0勝（2着0回、3着1回）

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/12/08～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 笠松：2013/09/25～　49戦6勝（2着6回、3着6回）

◆2015　サッポロクラシックカップ［門別］　3着 7枠8番 南関東：2015/12/07～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

4枠4番 キールアイス 調教師　薮口一麻（浦和） 3枠3番

ナインハーフ 調教師　平山真希（浦和） 牝3歳 馬主　（有）太盛 モエレピンクダイヤ 調教師　齊藤敏（船橋）

牝3歳 馬主　（有）キャロットファーム 黒鹿毛 生年月日　2013年4月28日 牝7歳 馬主　中村和夫

鹿毛 生年月日　2013年4月20日 父　サイレントディール 生産牧場　中央牧場 鹿毛 生産牧場　中村和夫

父　ワイルドラッシュ 生産牧場　レイクヴィラファーム 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 父　ゴールドヘイロー 生年月日　2009年4月29日

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　2,455,000円 母　イブキピンクレディ（父　ノーザンテースト） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,335,000円 北海道：2015/08/26～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　12,897,000円

北海道：2015/06/25～　8戦0勝（2着1回、3着3回） 南関東：2015/12/02～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2011/05/18～　5戦1勝（2着2回、3着1回）

兵庫：2015/12/08～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 8枠9番 南関東：2012/05/02～　46戦6勝（2着9回、3着9回）

南関東：2016/01/07～　1戦0勝（2着1回、3着0回） フェアリーキス 調教師　佐藤厚弘（船橋） 5枠5番

6枠6番 牝3歳 馬主　橋本富夫 キャプテンヒーロー 調教師　渡邊貴光（船橋）

チェリーピーター 調教師　冨田敏男（浦和） 鹿毛 生年月日　2013年6月4日 牡5歳 馬主　（株）ジェイアール

牡3歳 馬主　冨田藤男 父　アジュディケーティング 生産牧場　ベルモントファーム 栗毛 生年月日　2011年5月22日

栗毛 生年月日　2013年4月22日 母　ホープフェアリー（父　テンパレートシル） 産地　新冠町 父　キャプテンスティーヴ 生産牧場　諏訪牧場

父　チェリークラウン 生産牧場　北俣牧夫 地方収得賞金　1,868,000円 母　ハセノヒロイン（父　セクレト） 産地　青森県上北郡七戸町

母　ヤマカツジャスミン（父　フジキセキ） 産地　浦河町 北海道：2015/06/25～　7戦2勝（2着3回、3着0回） 地方収得賞金　5,541,000円

地方収得賞金　1,192,000円 南関東：2015/12/10～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2013/08/15～　15戦3勝（2着5回、3着2回）

北海道：2015/07/08～　12戦1勝（2着1回、3着3回） 南関東：2014/12/17～　18戦1勝（2着6回、3着3回）

南関東：2015/12/02～　3戦0勝（2着0回、3着2回） 7R

1枠1番 10R

2R モリデンリオ 調教師　山越光（浦和） 5枠6番

1枠1番 牡3歳 馬主　森田芳男 ブラックタイガー 調教師　高月賢一（川崎） 

クワイトファイン 調教師　稲益貴弘（船橋） 栗毛 生年月日　2013年4月25日 牡6歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研

牡6歳 馬主　端将一郎 父　キングヘイロー 生産牧場　森田芳男 黒鹿毛 生年月日　2010年3月29日

鹿毛 生年月日　2010年4月19日 母　マグマヴィーナス（父　カコイーシーズ） 産地　新冠町 父　ファンタスティックライト 生産牧場　柏木一則

父　トウカイテイオー 生産牧場　前川義則 地方収得賞金　2,592,000円 母　カシノヴィガ（父　デヒア） 産地　新冠町

母　オーロラテルコ（父　ミスターシービー） 産地　日高町 北海道：2015/07/02～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　10,152,000円

地方収得賞金　2,661,000円 南関東：2015/11/30～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2012/07/05～　9戦2勝（2着0回、3着0回）

北海道：2012/05/04～　16戦0勝（2着0回、3着0回） 6枠7番 岩手：2012/12/16～　35戦11勝（2着8回、3着2回）

福山：2012/12/01～　9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） 南関東：2015/01/27～　14戦2勝（2着2回、3着1回）

名古屋：2013/04/05～　15戦1勝（2着4回、3着3回） 牡3歳 馬主　（有）太盛 ◆2013　ウイナーカップ［水沢］　2着

南関東：2013/11/21～　30戦1勝（2着1回、3着3回） 黒鹿毛 生年月日　2013年4月6日 ◆2013　岩手日報杯スプリングカップ［水沢］　3着

父　ブラックタキシード 生産牧場　佐藤静子 8枠11番

3R 母　フジアンジュ（父　マヤノトップガン） 産地　新冠町 シアーブリス 調教師　椎名廣明（船橋）

7枠8番 地方収得賞金　3,197,000円 牡8歳 馬主　（株）レックス

ミサトアップ 調教師　野口孝（浦和） 北海道：2015/08/05～　6戦2勝（2着1回、3着2回） 黒鹿毛 生年月日　2008年3月27日

牝6歳 馬主　宇田昌隆 南関東：2015/11/30～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 父　イーグルカフェ 生産牧場　高橋啓

栃栗毛 生年月日　2010年2月18日 7枠8番 母　マイグローリー（父　オジジアン） 産地　平取町

父　タイムパラドックス 生産牧場　真歌伊藤牧場 プレイザゲーム 調教師　林正人（船橋） 地方収得賞金　15,140,000円

母　ミサトペニー（父　オペラハウス） 産地　新ひだか町 牡3歳 馬主　山口裕介 北海道：2010/09/08～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　3,879,000円 鹿毛 生年月日　2013年3月28日 岩手：2010/11/29～　3戦0勝（2着1回、3着0回）

北海道：2012/05/03～　15戦1勝（2着1回、3着0回） 父　パイロ 生産牧場　土田農場 兵庫：2011/02/11～　14戦2勝（2着2回、3着1回）

南関東：2012/12/25～　52戦1勝（2着0回、3着3回） 母　ノーザンスター（父　カーネギー） 産地　新ひだか町 南関東：2011/09/22～　64戦8勝（2着8回、3着14回）

8枠10番 地方収得賞金　7,510,000円 8枠12番

コードナンバー 調教師　薮口一麻（浦和） 北海道：2015/04/22～　5戦1勝（2着0回、3着1回） ミスエンピリカル 調教師　小澤宏次（浦和）

牡8歳 馬主　藤江勢津男 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　高岸節雄

栗毛 生年月日　2008年5月11日 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2012年4月22日

父　テレグノシス 生産牧場　シンユウフアーム 南関東：2015/10/14～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 父　プリサイスエンド 生産牧場　高岸順一

母　セイカドミノ（父　パラダイスクリーク） 産地　新冠町 7枠9番 母　エンピリカル（父　Ｍｉｓｗａｋｉ） 産地　浦河町

地方収得賞金　9,093,000円 ウワサノモンジロウ 調教師　岡田一男（浦和） 地方収得賞金　3,424,000円

北海道：2010/05/26～　12戦2勝（2着1回、3着1回） 牡3歳 馬主　上野耕一 北海道：2014/05/06～　16戦6勝（2着5回、3着3回）

南関東：2011/08/31～　59戦7勝（2着3回、3着5回） 青毛 生年月日　2013年5月11日 南関東：2015/12/04～　4戦0勝（2着0回、3着1回）

父　プリサイスエンド 生産牧場　樋渡志尚

本日は名古屋競馬でもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 母　カリン（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町 12R

1R　①オペレッタスキー 地方収得賞金　5,868,000円 7枠9番

4R　⑤ジンクーアン　⑥ハッピーガール　⑧ツリーナッツヒメ 北海道：2015/05/14～　13戦2勝（2着3回、3着2回） チェリーサターン 調教師　長谷川忍（浦和） 

　　　⑨ゴールドウェザー 南関東：2015/12/18～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 牡6歳 馬主　宍戸廣司

6R　①エムティアポロン　④スーパーラッド　⑤アプリーレ 8枠10番 栗毛 生年月日　2010年4月11日

10R　⑫ナーゴナーゴハツエ ドンゲイボルグ 調教師　佐藤厚弘（船橋） 父　スキャン 生産牧場　北俣牧夫

11R　⑥アイビスティ 牡3歳 馬主　（株）ドン 母　ヤマカツジャスミン（父　フジキセキ） 産地　浦河町

芦毛 生年月日　2013年4月29日 地方収得賞金　8,064,000円 中央収得賞金　3,540,000円

父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　富田恭司 北海道：2012/05/17～　6戦2勝（2着2回、3着0回）

母　スカアハ（父　アサティス） 産地　様似町 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　3,790,000円 JRA：2012/10/13～　12戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2015/06/18～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2013/12/13～　44戦1勝（2着4回、3着6回）

南関東：2015/10/06～　5戦0勝（2着0回、3着1回）

２/２（火）浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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応援してね♪


