
1R 3R 10R

1枠1番 5枠5番 1枠1番

インフィニティ 調教師　山浦武（船橋） ポップコーンドール 調教師　宮下貴明（船橋） チェリーサターン 調教師　長谷川忍（浦和） 

牝3歳 馬主　沖田方子 牝7歳 馬主　山路孝 牡6歳 馬主　宍戸廣司

栗毛 生年月日　2013年4月27日 鹿毛 生年月日　2009年2月15日 栗毛 生年月日　2010年4月11日

父　カジノドライヴ 生産牧場　小屋畑和久 父　トワイニング 生産牧場　白井牧場 父　スキャン 生産牧場　北俣牧夫

母　オペラハナミ（父　オペラハウス） 産地　日高町 母　ポップコーンプリンセス（父Ｏｌｄ　Ｔｒｉｅｓｔｅ） 産地　日高町 母　ヤマカツジャスミン（父　フジキセキ） 産地　浦河町

地方収得賞金　1,473,000円 地方収得賞金　4,544,000円 地方収得賞金　8,298,000円 中央収得賞金　3,540,000円

北海道：2015/05/14～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2011/06/15～　8戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2012/05/17～　6戦2勝（2着2回、3着0回）

南関東：2015/12/09～　4戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2011/11/15～　83戦1勝（2着2回、3着5回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

2枠2番 6枠8番 JRA：2012/10/13～　12戦0勝（2着0回、3着0回）

ダンスアワード 調教師　酒井一則（浦和） セレブレ 調教師　山浦武（船橋） 南関東：2013/12/13～　47戦1勝（2着4回、3着6回）

牝3歳 馬主　杉浦和也 牝7歳 馬主　矢沼浩二

鹿毛 生年月日　2013年3月20日 鹿毛 生年月日　2009年3月24日 11R　第62回桜花賞〔SⅠ〕（GRANDAME-JAPAN2016）

父　ブラックタイド 生産牧場　ユートピア牧場 父　ファルブラヴ 生産牧場　タガミファーム 1枠1番

母　アブソルートダンス（父　エンドスウィープ） 産地　登別市 母　ミシガンガール）父　Ｈｏｎｏｕｒ　ａｎｄ　Ｇｌｏｒｙ） 産地　新ひだか町 タケショウメーカー 調教師　山本学（船橋）

地方収得賞金　1,149,000円 地方収得賞金　9,952,000円 牝3歳 馬主　（有）ナイト商事

北海道：2015/07/29～　9戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2011/05/05～　8戦3勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2013年4月24日

岩手：2015/12/14～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2011/11/14～　84戦1勝（2着4回、3着6回） 父　エンパイアメーカー 生産牧場　富菜牧場

南関東：2016/02/03～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 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

3枠3番 4R 地方収得賞金　8,737,000円

チェリーピーター 調教師　冨田敏男（浦和） 3枠3番 北海道：2015/05/05～　7戦1勝（2着0回、3着1回）

牡3歳 馬主　冨田藤男 ミサトアップ 調教師　野口孝（浦和） 南関東：2015/11/09～　6戦3勝（2着2回、3着0回）

栗毛 生年月日　2013年4月22日 牝6歳 馬主　宇田昌隆 3枠3番

父　チェリークラウン 生産牧場　北俣牧夫 栃栗毛 生年月日　2010年2月18日 モダンウーマン 調教師　佐々木仁（川崎） 

母　ヤマカツジャスミン（父　フジキセキ） 産地　浦河町 父　タイムパラドックス 生産牧場　真歌伊藤牧場 牝3歳 馬主　（有）グランド牧場

地方収得賞金　1,361,000円 母　ミサトペニー（父　オペラハウス） 産地　新ひだか町 栗毛 生年月日　2013年4月7日

北海道：2015/07/08～　12戦1勝（2着1回、3着3回） 地方収得賞金　3,879,000円 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

南関東：2015/12/02～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2012/05/03～　15戦1勝（2着1回、3着0回） 母　スマートダズル（父　スマートボーイ） 産地　新ひだか町

5枠5番 南関東：2012/12/25～　54戦1勝（2着0回、3着3回） 地方収得賞金　53,500,000円

マナミン 調教師　林正人（船橋） 北海道：2015/05/27～　7戦4勝（2着3回、3着0回）

牝3歳 馬主　山口裕介 5R 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2013年3月13日 8枠12番 南関東：2015/12/31～　2戦2勝（2着0回、3着0回）

父　ヴァーミリアン 生産牧場　三村卓也 コードナンバー 調教師　薮口一麻（浦和） ◆2015　フルールカップ［門別］　1着　　◆2015　リリーカップ［門別］　1着

母　シビリアンゴッデス（父　ラムタラ） 産地　新冠町 牡8歳 馬主　藤江勢津男 ◆2015　ローレル賞［川崎］　1着　　◆2015　東京2歳優駿牝馬［大井］　1着

地方収得賞金 1,420,000円 栗毛 生年月日　2008年5月11日 ◆2016　ユングフラウ賞［浦和］　1着

北海道：2015/06/11～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 父　テレグノシス 生産牧場　シンユウフアーム ◆2015　栄冠賞［門別］　2着　　◆2015　エーデルワイス賞［門別］　2着

南関東：2015/09/03～　5戦0勝（2着1回、3着1回） 母　セイカドミノ（父　パラダイスクリーク） 産地　新冠町 6枠7番

7枠8番 地方収得賞金　9,469,000円 リンダリンダ 調教師　荒山勝徳（大井）

ニシケンチニタ 調教師　内野健二（浦和） 北海道：2010/05/26～　12戦2勝（2着1回、3着1回） 牝3歳 馬主　（株）ＭＭＣ

牝3歳 馬主　西森鶴 南関東：2011/08/31～　61戦7勝（2着4回、3着6回） 鹿毛 生年月日　2013年4月22日

青鹿毛 生年月日　2013年5月22日 父　フレンチデピュティ 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　オリエント牧場 6R 母　クリムゾンルージュ（父　エンドスウィープ） 産地　登別市

母　クレメンティア（父　フジキセキ） 産地　新冠町 5枠6番 地方収得賞金　18,500,000円

地方収得賞金　1,221,000円 グルービーメテオ 調教師　新井清重（船橋） 北海道：2015/04/23～　9戦4勝（2着3回、3着0回）

北海道：2015/09/02～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 牡7歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2015/12/22～　5戦0勝（2着0回、3着2回） 栗毛 生年月日　2009年4月25日 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回）

8枠10番 父　ジャングルポケット 生産牧場　辻牧場 南関東：2016/02/03～　1戦0勝（2着0回、3着1回）

トリプルアロー 調教師　水野貴史（浦和） 母　ボーディーススズカ（父　サンデーサイレンス） 産地　浦河町 ◆2015　イノセントカップ［門別］　1着　　◆2015　サッポロクラシックカップ［門別］　1着

牡3歳 生産牧場　木村牧場 地方収得賞金　4,162,000円 ◆2015　ブロッサムカップ［門別］　2着　　◆2015　東京2歳優駿牝馬［大井］　2着

栗毛 生年月日　2013年5月23日 北海道：2012/08/29～　6戦2勝（2着0回、3着2回） ◆2016　ユングフラウ賞［浦和］　3着

父　アンライバルド 馬主　泉俊二 JRA：2013/01/26～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 7枠8番

母　マザーロード（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 高知：2013/08/24～　49戦15勝（2着4回、3着4回） コルディリエーラ 調教師　高橋清顕（大井） 

地方収得賞金　1,230,000円 佐賀：2015/05/23～　11戦7勝（2着0回、3着1回） 牝3歳 馬主　伊達敏明

北海道：2015/05/28～　13戦1勝（2着3回、3着0回） 南関東：2016/01/22～　4戦0勝（2着1回、3着2回） 栗毛 生年月日　2013年4月15日

南関東：2016/02/03～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 父　キャプテントゥーレ 生産牧場　サンシャイン牧場

7R 母　デラセーラ（父　Ｍａｒｉａ’ｓ　Ｍｏｎ） 産地　日高町

2R 3枠3番 地方収得賞金　3,870,000円

6枠7番 エメラルヒマワリ 調教師　石井勝男（船橋） 北海道：2015/07/01～　5戦1勝（2着1回、3着1回）

マルマルフェイス 調教師　長谷川忍（浦和） 牝4歳 馬主　高橋勉 南関東：2015/11/24～　6戦1勝（2着3回、3着0回）

牝4歳 馬主　伊藤將 青鹿毛 生年月日　2012年3月17日 7枠9番

栗毛 生年月日　2012年4月7日 父　マイネルラヴ 生産牧場　スガタ牧場 ノーノーイエース 調教師　矢野義幸（船橋） 

父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　原武久 母　セトウチフラワー（父　Ｓｉｎｇｓｐｉｅｌ） 産地　平取町 牝3歳 馬主　山際辰夫

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 地方収得賞金　3,100,000円 青鹿毛 生年月日　2013年4月3日

地方収得賞金　1,351,000円 北海道：2014/04/23～　13戦2勝（2着3回、3着2回） 父　アジュディミツオー 生産牧場　竹島幸治

北海道：2014/05/14～　14戦1勝（2着1回、3着2回） JRA：2015/01/10～　8戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ヤマノバイオレット（父　フジキセキ） 産地　日高町

名古屋：2014/12/04～　25戦2勝（2着1回、3着3回） 南関東：2016/01/21～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　5,945,000円

南関東：2015/12/01～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 5枠6番 北海道：2015/04/23～　12戦1勝（2着1回、3着1回）

6枠8番 リュウノスピード 調教師　齊藤敏（船橋） 南関東：2015/12/08～　4戦2勝（2着1回、3着1回）

クラミネルヴァ 調教師　藤原智行（浦和） 牡4歳 馬主　蓑島竜一

牝4歳 馬主　倉見利弘 栗毛 生年月日　2012年5月28日 12R

鹿毛 生年月日　2012年3月23日 父　サイレントディール 生産牧場　カタオカフアーム 7枠10番

父　フサイチコンコルド 生産牧場　倉見牧場 母　エジンバラシチー（父　ブライアンズタイム） 産地　新ひだか町 パンパカパーティ 調教師　小久保智（浦和） 

母　クラシャトル（父　ワカオライデン） 産地　日高町 地方収得賞金　3,076,000円 牡5歳 馬主　山口裕介

地方収得賞金　1,395,000円 北海道：2014/07/09～　10戦1勝（2着3回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2011年3月23日

北海道：2014/06/11～　11戦2勝（2着0回、3着1回） 南関東：2014/12/03～　10戦1勝（2着2回、3着1回） 父　サイレントディール 生産牧場　畔高牧場

南関東：2015/12/21～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 8枠11番 母　ウォータートスカ（父　オペラハウス） 産地　浦河町

8枠11番 キタノファイター 調教師　佐々木功（船橋） 地方収得賞金　17,414,000円

アマリアローズ 調教師　小澤宏次（浦和） 牡5歳 馬主　中島稔 北海道：2013/05/03～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

牝4歳 馬主　迎徹 黒鹿毛 生年月日　2011年4月5日 南関東：2013/11/19～　18戦2勝（2着1回、3着2回）

芦毛 生年月日　2012年3月25日 父　ストーミングホーム 生産牧場　森永聡 ◆2013　栄冠賞［門別］　2着　　◆2014　ニューイヤーカップ［浦和］　2着

父　オンファイア 生産牧場　高柳隆男 母　サイキョウヒカリ（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町 ◆2014　東京湾カップ［船橋］　3着

母　オードリーアン（父　クロフネ） 産地　日高町 地方収得賞金　1,591,000円

地方収得賞金　898,000円 北海道：2013/05/01～　5戦0勝（2着0回、3着1回） ●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！
北海道：2014/06/29～　9戦1勝（2着1回、3着3回） 笠松：2013/09/25～　49戦6勝（2着6回、3着6回） 笠松１Ｒ　③ヨーイドンチャン　⑦エムザックダイヤ

名古屋：2014/09/17～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/12/07～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 　　２Ｒ　②ツキノヒカリ　③グッドフォーユー　④ハッピーガール

北海道：2015/04/23～　11戦0勝（2着0回、3着2回）   　　　　⑤ツリーナッツヒメ　⑥スーパーキャット　⑦タカラハニー

南関東：2015/10/29～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 9R 　　５Ｒ　①チェリーブラウン

1枠1番 　　６Ｒ　③チェリーサイクロン　⑦オグリグラス

フクノレクサス 調教師　石井勝男（船橋） 　　８Ｒ　②グランクック　⑤モリデンビーツ

牡6歳 馬主　福本次雄 　　９Ｒ　①メジャーヘンリー　⑥ノアナイト　⑦ドンウォーリア

鹿毛 生年月日　2010年5月25日 　　10Ｒ　①レッドプルーフ　②アンジェーリカ　⑥ロンリーウーマン

父　ゴールドアリュール 生産牧場　北光牧場 園田10Ｒ　⑤デバンス　⑩ゴールドザタッチ　⑪フェイトアンサー

母ラストアウィン（父　ラストタイクーン） 産地　浦河町 　　11Ｒ　⑥ケンシンハーバー　⑦ハヤブサヒカリ

地方収得賞金　10,229,000円 　　12Ｒ　⑧ココイチバン

北海道：2012/08/16～　3戦0勝（2着2回、3着1回）

南関東：2013/01/09～　44戦4勝（2着5回、3着7回）

2枠2番

アメリカンサンダー 調教師　稲葉道行（浦和）

牡6歳 馬主　佐藤照彦

鹿毛 生年月日　2010年4月22日

父　アメリカンボス 生産牧場　山野牧場

母　キタサンキャンドル（父　Ｔｈｕｎｄｅｒ　Ｇｕｌｃｈ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　10,332,000円

北海道：2012/05/16～　11戦3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）

南関東：2013/02/04～　12戦1勝（2着0回、3着1回）

北海道：2014/04/29～　12戦0勝（2着2回、3着4回）

南関東：2014/11/19～　23戦1勝（2着1回、3着2回）

３/２３(水)浦和競馬　ホッカイドウ競馬出身馬出走情報

（写真　左：モダンウーマン号、右：リンダリンダ号）

前走
２着

前走
２着

前走
２着

前走
１着

前走
１着

前走
３着

きょうは桜花賞！
5頭の門別デビュー馬が
エントリーしています♪
応援よろしくね(^_^)/


