
1R 5R 10R
4枠4番 1枠1番 8枠11番
トリプルアロー 調教師　水野貴史（浦和） アマクサボーイ 調教師　佐々木功（船橋） ミトノレオ 調教師　飯田幸雄（川崎）

牡3歳 馬主　泉俊二 牡7歳 馬主　中島稔 牝4歳 馬主　大黒富美子

栗毛 生年月日　2013年5月23日 青毛 生年月日　2009年4月11日 鹿毛 生年月日　2012年3月15日

父　アンライバルド 生産牧場　木村牧場 父　アッミラーレ 生産牧場　坂本晴美 父　ワンダースピード 生産牧場　山口義彦

母　マザーロード（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 母　ミナミノモンロー（父　タマモクロス） 産地　浦河町 母　リヒター（父　フォーティナイナー） 産地　浦河町

地方収得賞金　810,000円 地方収得賞金　9,447,000円 地方収得賞金　6,327,000円

北海道：2015/05/28〜　13戦1勝（2着3回、3着0回） 北海道：2011/05/12〜　9戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2014/06/25〜　3戦1勝（2着0回、3着0回）

5枠5番 佐賀：2011/10/16〜　7戦2勝（2着2回、3着2回） 名古屋：2014/10/22〜　21戦3勝（2着5回、3着4回）

カネショウアタック 調教師　長谷川忍（浦和） 南関東：2012/07/12〜　65戦3勝（2着0回、3着2回） 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牡3歳 馬主　（有）カネショウ ◆2011九州ジュニアチャンピオン3着 　　うち他地区参戦：6戦1勝（2着4回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2013年5月8日 ◆2015梅桜賞3着　◆2015新緑賞1着

父　キャプテンスティーヴ 生産牧場　マルシチ牧場 6R ◆2015留萌杯日高賞2着　◆2015東海ダービー3着

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 8枠11番 ◆2015クイーンカップ2着　◆2015岐阜金賞2着

地方収得賞金　820,000円 イリマレイ 調教師　宇野木博徳（浦和） ◆2016新春盃3着

北海道：2015/06/10〜　8戦1勝（2着0回、3着1回） 牝5歳 馬主　新井裕雅

金沢：2015/11/03〜　1戦1勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2011年4月21日

南関東：2015/12/02〜　3戦0勝（2着0回、3着0回） 父　タイキシャトル 生産牧場　川上牧場 11R　第8回ユングフラウ賞（SⅡ）
6枠7番 母　ラピーナラピド（父　ダンシングブレーヴ） 産地　新冠町 2枠2番
ダンスアワード 調教師　酒井一則（浦和） 地方収得賞金　2,994,000円 タケショウメーカー 調教師　山本学（船橋）

牝3歳 馬主　杉浦和也 北海道：2013/06/26〜　5戦2勝（2着0回、3着0回） 牝3歳 馬主　（有）ナイト商事

鹿毛 生年月日　2013年3月20日 南関東：2014/01/03〜　28戦2勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2013年4月24日

父　ブラックタイド 生産牧場　ユートピア牧場 父　エンパイアメーカー 生産牧場　富菜牧場

母　アブソルートダンス（父　エンドスウィープ） 産地　登別市 7R 母　タケショウレジーナ（父　ダンスインザダーク） 産地　浦河町

地方収得賞金　836,000円 6枠7番 地方収得賞金　6,137,000円

北海道：2015/07/29〜　8戦1勝（2着0回、3着1回） ベストイチバン 調教師　佐藤健二（川崎） 北海道：2015/05/05〜　7戦1勝（2着0回、3着1回）

岩手：2015/12/14〜　2戦1勝（2着0回、3着1回） 牡6歳 馬主　大野春男 南関東：2015/11/09〜　4戦2勝（2着2回、3着0回）

7枠8番 黒鹿毛 生年月日　2010年3月25日 3枠3番
アルプスボッチ 調教師　酒井一則（浦和） 父　スキャン 生産牧場　富川田中牧場 クライフターン 調教師　渡邊薫（船橋）

牝3歳 馬主　杉浦和也 母　レイレイン（父　ブレイヴエストローマン） 産地　日高町 牝3歳 馬主　野嶋祥二

青鹿毛 生年月日　2013年3月29日 地方収得賞金　8,524,000円 黒鹿毛 生年月日　2013年4月1日

父　ショウナンカンプ 生産牧場　小野瀬竜馬 北海道：2012/09/20〜　3戦0勝（2着0回、3着0回） 父　バンブーエール 生産牧場　バンブー牧場

母　マイネストレーガ（父　ブライアンズタイム） 産地　清水町 岩手：2012/11/12〜　4戦1勝（2着2回、3着0回） 母　ルージュバンブー（父　マリエンバード） 産地浦河町

地方収得賞金　946,000円 南関東：2013/01/29〜　33戦7勝（2着3回、3着0回） 地方収得賞金　4,140,000円

北海道：2015/04/29〜　14戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2015/06/02〜　11戦2勝（2着3回、3着1回）

南関東：2015/12/02〜　3戦0勝（2着0回、3着1回） 8R 南関東：2015/12/10〜　2戦1勝（2着0回、3着0回）

8枠11番 3枠3番 4枠4番
ニシケンチニタ 調教師　内野健二（浦和） アナログガール 調教師　平山真希（浦和） リンダリンダ 調教師　角川秀樹（北海道）

牝3歳 馬主　西森鶴 牝4歳 馬主　齋藤直樹 牝3歳 馬主　（株）ＭＭＣ

青鹿毛 生年月日　2013年5月22日 栗毛 生年月日　2012年5月10日 鹿毛 生年月日　2013年4月22日

父　エンパイアメーカー 生産牧場　オリエント牧場 父　アグネスデジタル 生産牧場　下河辺牧場 父　フレンチデピュティ 生産牧場　ユートピア牧場

母　クレメンティア（父　フジキセキ） 産地　新冠町 母　ミリオンハッピー（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 母　クリムゾンルージュ（父　エンドスウィープ） 産地　登別市

地方収得賞金　1,000,000円 地方収得賞金　2,820,000円 地方収得賞金　16,100,000円

北海道：2015/09/02〜　6戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2014/06/12〜　7戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2015/04/23〜　8戦4勝（2着2回、3着0回）

南関東：2015/12/22〜　2戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2015/06/18〜　5戦2勝（2着0回、3着1回） 　　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2015/12/31〜　1戦0勝（2着1回、3着0回）

2R 9R ◆2015イノセントカップ（H3）1着　◆2015サッポロクラシックカップ（H2）1着

2枠2番 1枠1番 ◆2015ブロッサムカップ（H3）2着　◆2015東京2歳優駿牝馬2着

ユニークベニュー 調教師　吉田正美（浦和） レッドムーン 調教師　小澤宏次（浦和） 5枠5番
牝4歳 馬主　（有）辻牧場 牝4歳 馬主　竹本弘 モダンウーマン 調教師　佐々木仁（川崎）

栗毛 生年月日　2012年4月1日 鹿毛 生年月日　2012年3月21日 牝3歳 馬主　（有）グランド牧場

父　シニスターミニスター 生産牧場　辻牧場 父　チチカステナンゴ 生産牧場　三嶋牧場 栗毛 生年月日　2013年4月7日

母　アドマイヤドレス（父　スピニングワールド） 産地　浦河町 母　ルックアミリオン（父　フレンチデピュティ） 産地　浦河町 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

地方収得賞金　1,588,000円 地方収得賞金　4,849,000円 母　スマートダズル（父　スマートボーイ） 産地　新ひだか町

北海道：2014/06/05〜　1戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2014/06/18〜　7戦2勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　41,500,000円

笠松：2015/01/23〜　13戦5勝（2着2回、3着1回） 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/05/27〜　7戦4勝（2着3回、3着0回）

南関東：2015/12/21〜　2戦0勝（2着0回、3着0回） JRA：2014/12/13〜　5戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/12/31〜　1戦1勝（2着0回、3着0回）

8枠9番 南関東：2015/07/03〜　5戦2勝（2着3回、3着0回） ◆2015栄冠賞（H2）2着　◆2015フルールカップ（H3）1着

クラミネルヴァ 調教師　藤原智行（浦和） 7枠9番 ◆2015リリーカップ（H3）1着　◆2015エーデルワイス賞（JpnⅢ）2着

牝4歳 馬主　倉見利弘 ルミエールウェスト 調教師　矢内博（船橋） ◆2015ローレル賞1着　◆2015東京2歳優駿牝馬1着

鹿毛 生年月日　2012年3月23日 牝5歳 馬主　安味宣光 7枠9番
父　フサイチコンコルド 生産牧場　倉見牧場 青鹿毛 生年月日　2011年4月29日 キキ 調教師　山本学（船橋）

母　クラシャトル（父　ワカオライデン） 産地　日高町 父　キングヘイロー 生産牧場　北星村田牧場 牝3歳 馬主　手嶋康雄

地方収得賞金　1,395,000円 母　ツジノヒマワリ（父　トニービン） 産地　新冠町 鹿毛 生年月日　2013年4月29日

北海道：2014/06/11〜　11戦2勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　6,932,000円 父　ロージズインメイ 生産牧場　佐竹学

南関東：2015/12/21〜　2戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2013/05/30〜　11戦2勝（2着0回、3着0回） 母　アヴェネンテ（父　ファンタスティックライト） 産地　新ひだか町

8枠10番 南関東：2013/12/04〜　32戦1勝（2着6回、3着7回） 地方収得賞金　3,044,000円

マルマルフェイス 調教師　長谷川忍（浦和） 8枠11番 北海道：2015/05/06〜　9戦1勝（2着1回、3着1回）

牝4歳 馬主　伊藤將 ジオパークルビー 調教師　吉田正美（浦和） 南関東：2015/11/11〜　5戦1勝（2着0回、3着1回）

栗毛 生年月日　2012年4月7日 牝5歳 馬主　（有）辻牧場 8枠11番
父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　原武久 鹿毛 生年月日　2011年2月21日 クラトイトイトイ 調教師　矢野義幸（船橋） 

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 父　フレンチデピュティ 生産牧場　辻牧場 牝3歳 馬主　倉見利弘

地方収得賞金　1,351,000円 母　プレジールダムール（父　ウォーニング） 産地　浦河町 鹿毛 生年月日　2013年4月18日

北海道：2014/05/14〜　14戦1勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　5,418,000円 父　ブラックタイド 生産牧場　倉見牧場

名古屋：2014/12/04〜　25戦2勝（2着1回、3着3回） 北海道：2013/07/11〜　4戦1勝（2着0回、3着1回） 母　クラマサシャトル（父　サクラテルノオー） 産地　日高町

南関東：2015/12/01〜　3戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2014/02/04〜　28戦2勝（2着3回、3着2回） 地方収得賞金　5,810,000円

北海道：2015/06/03〜　8戦2勝（2着2回、3着1回）

3R 本日は名古屋競馬でもホッカイドウ競馬出身馬が出走！ 南関東：2015/12/30〜　2戦1勝（2着0回、3着1回）

4枠4番 1R　⑧スモールワールド ◆2016  ’16桃花賞3着

ミカドウェザリア 調教師　川村守男（浦和） 2R　②アイシャドウ、③ラストエンブレム、④ベターオフ、⑥シルバークィーン、 8枠12番
牝6歳 馬主　木村重和 　　 ⑦ルッセカッテル、⑧エムオーブランデー ラッキーバトル 調教師　宗形竹見（大井） 

栗毛 生年月日　2010年2月9日 3R　⑥ドレミ、⑧ソラニサクハナ 牝3歳 馬主　（有）槇本牧場

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 4R　③マイファンファーレ、⑥レモンホープ 鹿毛 生年月日　2013年4月4日

母　アシュカル（父　グランデラ） 産地　日高町 5R　①チェリーサイクロン、②ミスターロールス、⑤フジノキンメダル 父　バトルプラン 生産牧場　槇本牧場

地方収得賞金　4,978,000円 6R　⑦スカイウォリアー、⑧セントウイナー 母　マキハタターキー（父　サザンヘイロー） 産地　日高町

北海道：2012/05/24〜　11戦1勝（2着0回、3着1回） 7R　⑩ゴールドトレジャー 地方収得賞金　6,290,000円

南関東：2012/12/18〜　52戦3勝（2着0回、3着0回） 8R　③ナイスパートナー 北海道：2015/09/02〜　7戦4勝（2着2回、3着0回）

9R　⑨リョウテニハナ 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

4R 10R　①ピンクノサイロ 南関東：2016/01/12〜　1戦0勝（2着1回、3着0回）

6枠8番 ◆2015ブロッサムカップ（H3）1着　◆2016  ’16桃花賞2着

ドリームディバ 調教師　野口孝（浦和）

牝6歳 馬主　石川邦明

鹿毛 生年月日　2010年1月23日 12R
父　トワイニング 生産牧場　丸幸小林牧場 6枠6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 クラヴィクトリー 調教師　矢野義幸（船橋）

地方収得賞金　5,412,000円 牡4歳 馬主　倉見利弘

北海道：2012/06/13〜　11戦2勝（2着1回、3着1回） 芦毛 生年月日　2012年4月26日

南関東：2012/12/25〜　34戦3勝（2着2回、3着6回） 父　トワイニング 生産牧場　倉見牧場

7枠9番 母　クラビッグレディ（父　ブラックタイアフェアー） 産地　日高町

コスモアルファ 調教師　平山真希（浦和） 地方収得賞金　10,527,000円

牡7歳 馬主　木村勝 北海道：2014/06/11〜　8戦1勝（2着2回、3着2回）

黒鹿毛 生年月日　2009年4月15日 南関東：2014/12/04〜　14戦1勝（2着8回、3着1回）

父　ロージズインメイ 生産牧場　ビッグレッドファーム

母　オカノスピカ（父　コマンダーインチーフ） 産地　新冠町

地方収得賞金　9,311,000円

北海道：2011/08/11〜　6戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2012/02/07〜　60戦6勝（2着8回、3着2回）

2/3（水）浦和  ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

本日は7頭のホッカイドウ競馬出身馬が

重賞・ユングフラウ賞に出走します！

応援よろしくお願いします!!
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