
4R 8R 10R
1枠1番 1枠1番 1枠1番
ピックミーアップ 調教師　林隆之（川崎） ミスターダヴィンチ 調教師　鈴木義久（川崎） イグアスノニジ 調教師　石井勝男（船橋）

牡3歳 馬主　山口裕介 牡3歳 馬主　（有）新生ファーム 牝5歳 馬主　福本次雄

鹿毛 生年月日　2013年5月17日 鹿毛 生年月日　2013年5月5日 栗毛 生年月日　2011年3月31日

父　ヴァーミリアン 生産牧場　畠山牧場 父　スターリングローズ 生産牧場　新生ファーム 父　リンカーン 生産牧場　長田操

母　ダイナマイトボディ（父　レギュラーメンバー） 産地　新ひだか町 母　スモモ（父　デヒア） 産地　日高町 母　トシザフリート（父　アフリート） 産地　様似町

地方収得賞金　783,000円 地方収得賞金　2,764,000円 地方収得賞金　8,313,000円

北海道：2015/07/09〜　5戦0勝（2着1回、3着2回） 北海道：2015/06/16〜　9戦3勝（2着1回、3着1回） 北海道：2013/06/26〜　9戦2勝（2着1回、3着2回）

岩手：2015/11/07〜　3戦1勝（2着1回、3着0回） 兵庫：2015/12/10〜　1戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2013/12/17〜　26戦2勝（2着3回、3着3回）

8枠10番 南関東：2016/01/25〜　1戦0勝（2着0回、3着0回） 4枠4番
レイホーフロリスト 調教師　佐藤博紀（川崎） 4枠4番 ブライトギャル 調教師　水野貴史（浦和）

牝3歳 馬主　永井啓弍 スパークルヒーロー 調教師　岩本洋（川崎） 牝4歳 馬主　泉俊二

黒鹿毛 生年月日　2013年4月15日 牡3歳 馬主　西森鶴 栗毛 生年月日　2012年4月3日

父　スズカフェニックス 生産牧場　稲原牧場 鹿毛 生年月日　2013年4月22日 父　カリズマティック 生産牧場　木村牧場

母　ブリイジースズカ（父　Ｄａｎｚｉｇ） 産地　平取町 父　ゴールドアリュール 生産牧場　株式会社カネツ牧場 母　ジェベルロバーツ（父　ウェイオブライト） 産地　日高町

地方収得賞金　785,000円 母　カネツフラップ（父　ホリスキー） 産地　日高町 地方収得賞金　7,153,000円

北海道：2015/08/25〜　6戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　2,190,000円 北海道：2014/05/22〜　8戦2勝（2着1回、3着0回）

南関東：2015/12/15〜　3戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/08/18〜　6戦1勝（2着3回、3着0回） 　　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

8枠11番 南関東：2016/01/25〜　1戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2014/12/31〜　10戦1勝（2着2回、3着2回）

シーザドナルド 調教師　宇野木数徳（浦和） 7枠7番 7枠9番
牡3歳 馬主　高橋昇市 ファンキー 調教師　深野塁（川崎） ハッピーリーベ 調教師　矢野義幸（船橋）

栗毛 生年月日　2013年4月15日 牡3歳 馬主　（有）新生ファーム 牝4歳 馬主　石瀬浩三

父　フサイチレオン 生産牧場　★橋本牧場 栗毛 生年月日　2013年5月10日 鹿毛 生年月日　2012年4月11日

母　シーフェアリー（父　ユートカイザー） 産地　安平町 父　ビービーガルダン 生産牧場　新生ファーム 父　マイネルラヴ 生産牧場　いとう牧場

地方収得賞金　759,000円 母　グレースペニー（父　アフリート） 産地　日高町 母　ナムラトレジョリ（父　Ｄｅｓｅｒｔ　Ｋｉｎｇ） 産地　日高町

北海道：2015/08/19〜　6戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　2,160,000円 地方収得賞金　7,034,000円

岩手：2015/11/29〜　3戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/08/12〜　5戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2014/07/02〜　5戦1勝（2着1回、3着2回）

南関東：2016/02/04〜　1戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2015/12/14〜　3戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2014/11/13〜　23戦4勝（2着1回、3着2回）

8枠11番
5R 9R ミトノレオ 調教師　飯田幸雄（川崎）

7枠7番 7枠7番 牝4歳 馬主　大黒富美子

ミカドウェザリア 調教師　川村守男（浦和） クリールジェニー 調教師　岩本洋（川崎） 鹿毛 生年月日　2012年3月15日

牝6歳 馬主　木村重和 牝4歳 馬主　大久保和夫 父　ワンダースピード 生産牧場　山口義彦

栗毛 生年月日　2010年2月9日 栗毛 生年月日　2012年3月6日 母　リヒター（父　フォーティナイナー） 産地　浦河町

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 父　アグネスデジタル 生産牧場　村上牧場 地方収得賞金　6,633,000円

母　アシュカル（父　グランデラ） 産地　日高町 母　センティーレ（父　フジキセキ） 産地　新冠町 北海道：2014/06/25〜　3戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　5,082,000円 地方収得賞金　3,748,000円 名古屋：2014/10/22〜　21戦3勝（2着5回、3着4回）

北海道：2012/05/24〜　11戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2014/05/21〜　7戦1勝（2着4回、3着1回） 　　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2012/12/18〜　53戦3勝（2着0回、3着0回） 　　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回） 　　うち他地区参戦：6戦1勝（2着4回、3着0回）

岩手：2015/04/04〜　5戦0勝（2着0回、3着2回） 南関東：2016/02/03〜　1戦0勝（2着0回、3着1回）

6R 北海道：2015/09/16〜　4戦1勝（2着1回、3着2回） ◆2015梅桜賞3着　◆2015新緑賞1着

6枠6番 南関東：2016/01/04〜　2戦2勝（2着0回、3着0回） ◆2015留萌杯日高賞2着　◆2015東海ダービー3着

ガラムマサラ 調教師　池田孝（川崎） ◆2014知床賞2着　◆2015あやめ賞3着 ◆2015クイーンカップ2着　◆2015岐阜金賞2着

牝3歳 馬主　（有）ノマ 8枠9番 ◆2016新春盃3着

栗毛 生年月日　2013年5月13日 ビービーキャンディ 調教師　小澤宏次（浦和） 

父　カジノドライヴ 生産牧場　鮫川フアーム 牝5歳 馬主　竹本弘 12R
母　エイシンテンダネス（父　スキャン）産地　浦河町 栗毛 生年月日　2011年3月3日 5枠7番
地方収得賞金　1,250,000円 父　サウスヴィグラス 生産牧場　坂東牧場 ビッグスター 調教師　佐々木仁（川崎） 

北海道：2015/06/25〜　5戦2勝（2着0回、3着1回） 母　タップエース（父　ホワイトマズル） 産地　平取町 牡4歳 馬主　（有）グランド牧場

地方収得賞金　7,135,000円 鹿毛 生年月日　2012年3月27日

7R 北海道：2013/07/30〜　4戦1勝（2着1回、3着0回） 父　シニスターミニスター 生産牧場　グランド牧場

6枠6番 南関東：2013/12/19〜　28戦2勝（2着4回、3着6回） 母　トウヨウムスメ（父　アサティス） 産地　新ひだか町

ナイスキック 調教師　池田孝（川崎） ◆2013リリーカップ（H3）2着 地方収得賞金　4,804,000円

牝3歳 馬主　（株）ＭＭＣ 北海道：2014/05/15〜　12戦3勝（2着0回、3着2回）

栗毛 生年月日　2013年5月15日 南関東：2015/11/18〜　4戦3勝（2着0回、3着1回）

父　パイロ 生産牧場　新井牧場

母　ナカヤマブリーズ（父　ゼンノロブロイ） 産地　むかわ町

地方収得賞金　1,300,000円 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！
北海道：2015/08/04〜　4戦1勝（2着0回、3着2回） 1R　⑤マイファンファーレ、⑦ソラニサクハナ
南関東：2015/12/14〜　3戦0勝（2着1回、3着0回） 2R　③レモンホープ、⑥アイファーアトラス
8枠9番 3R　③イリュジオン、④インターベルト、⑤バジガクミライ、
ダンスアワード 調教師　酒井一則（浦和） 　　⑦アイシャドウ、⑧ルッセカッテル
牝3歳 馬主　杉浦和也 4R　②ディーエスアレーナ、④スモールワールド、⑤ワンダフルキッス、
鹿毛 生年月日　2013年3月20日 　　⑨スカイトマホーク、⑩サンダカン
父　ブラックタイド 生産牧場　ユートピア牧場 5R　②フジノキンメダル、⑤ホワイトタイガー、⑧フロイント
母　アブソルートダンス（父　エンドスウィープ） 産地　登別市 6R　⑧オペレッタスキー
地方収得賞金　1,005,000円 9R　⑤ナーゴナーゴハツエ
北海道：2015/07/29〜　8戦1勝（2着0回、3着1回） 10R　②アイビスティ
岩手：2015/12/14〜　3戦1勝（2着0回、3着1回） 11R　②エイシンスバルボシ
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応援してね！
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