
1R 3R 9R

7枠9番 5枠5番 7枠9番

カルターフント 調教師　薮口一麻（浦和） ギガパワー 生産牧場　山際智 リックカグラ 調教師　岩本洋（川崎） 

牡3歳 馬主　（有）太盛 牡4歳 馬主　高岡浩行 牡4歳 馬主　山邉浩

青鹿毛 生年月日　2014年4月19日 芦毛 調教師　加藤誠一（川崎） 栗毛 生年月日　2013年3月22日

父　ブラックタキシード 生産牧場　樋渡光男 父　アドマイヤコジーン 生年月日　2013年3月30日 父　スウィフトカレント 生産牧場　荒木貴宏

母　ミッキーミッキー（父　サクライツトー） 産地　新冠町 母　アイギス（父　シンボリクリスエス） 産地　新ひだか町 母　ケイアイカグラ（父　Ｓｏｎｇａｎｄａｐｒａｙｅｒ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　816,000円 地方収得賞金　1,504,000円 地方収得賞金　4,274,000円

北海道：2016/06/08～　9戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2015/08/12～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2015/06/10～　10戦2勝（2着2回、3着0回）

岩手：2016/12/04～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 笠松：2015/12/17～　6戦2勝（2着2回、3着2回） 　うち他地区参戦：2戦1勝（2着0回、3着0回）

8枠11番 北海道：2016/04/20～　13戦1勝（2着2回、3着3回） 笠松：2015/12/16～　12戦3勝（2着0回、3着0回）

ハピリン 調教師　山越光（浦和） 南関東：2016/12/14～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 　うちJRA参戦：3戦0勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　水田栄之助 8枠12番 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

栗毛 生年月日　2014年4月5日 チェリーピーター 調教師　冨田敏男（浦和） JRA：2016/10/01～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

父　アサクサキングス 生産牧場　藤本友則 牡4歳 馬主　冨田藤男 ◆2015　知床賞［盛岡］　1着

母　ギャラントユウリ（父　リンドシェーバー） 産地　日高町 栗毛 生年月日　2013年4月22日

地方収得賞金　769,000円 父　チェリークラウン 生産牧場　北俣牧夫 10R

北海道：2016/05/25～　14戦1勝（2着2回、3着0回） 母　ヤマカツジャスミン（父　フジキセキ） 産地　浦河町 1枠1番

南関東：2016/12/21～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　1,481,000円 キールアイス 調教師　薮口一麻（浦和）

北海道：2015/07/08～　12戦1勝（2着1回、3着3回） 牝4歳 馬主　（有）太盛

2R 南関東：2015/12/02～　24戦0勝（2着0回、3着2回） 黒鹿毛 生年月日　2013年4月28日

5枠6番 父　サイレントディール 生産牧場　中央牧場

ブレーヴチェイサー 調教師　川村守男（浦和） 4R 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

牡3歳 馬主　（有）吉田牧場 8枠9番 地方収得賞金　3,655,000円

鹿毛 生年月日　2014年4月30日 ハーピスト 調教師　小林真治（浦和） 北海道：2015/08/26～　5戦1勝（2着1回、3着1回）

父　キングヘイロー 生産牧場　吉田牧場 牡4歳 馬主　井上久光 南関東：2015/12/02～　9戦1勝（2着2回、3着0回）

母　プリティーメアー（父　ホリスキー） 産地　安平町 黒鹿毛 生年月日　2013年3月5日 2枠2番

地方収得賞金　980,000円 父　ハーツクライ 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム シュガテール 調教師　深野塁（川崎）

北海道：2016/06/15～　9戦2勝（2着0回、3着1回） 母　ケルティックハープ（父　クロフネ） 産地　白老町 牝5歳 馬主　杉浦和也

南関東：2016/12/20～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　1,731,000円 芦毛 生年月日　2012年3月22日

6枠7番 北海道：2015/07/16～　8戦0勝（2着0回、3着2回） 父　ダイワメジャー 生産牧場　岡田スタツド

ノースホタル 調教師　長谷川忍（浦和） 岩手：2015/12/19～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 母　ラソーミュロワーズ（父　Ｋｅｎｄｏｒ） 産地　新ひだか町

牝3歳 馬主　早川正行 南関東：2016/02/10～　18戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　5,600,000円

芦毛 生年月日　2014年3月22日 北海道：2014/06/05～　6戦0勝（2着2回、3着1回）

父　ワイルドワンダー 生産牧場　静内フジカワ牧場 6R 南関東：2015/01/14～　25戦3勝（2着2回、3着2回）

母　オービーレディー（父　コマンダーインチーフ） 産地　新ひだか町 6枠8番 6枠6番

地方収得賞金　1,097,000円 クラールハーモニー 調教師　高月賢一（川崎） キノドン 調教師　佐藤賢二（船橋）

北海道：2016/07/13～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 牡3歳 馬主　日下部勝徳 牡4歳 馬主　組）寿組合

南関東：2016/11/24～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2014年3月4日 黒鹿毛 生年月日　2013年4月5日

6枠8番 父　フリオーソ 生産牧場　太陽ジョイフル牧場 父　ソングオブウインド 生産牧場　カタオカステーブル

キョウエイテンマ 調教師　小澤宏次（浦和） 母　マヤリッシュ（父　イーグルカフェ） 産地　新冠町 母　ユアカラー（父　Ｊａｄｅ　Ｒｏｂｂｅｒｙ） 産地　新ひだか町

牡3歳 馬主　田中晴夫 地方収得賞金　2,860,000円 地方収得賞金　3,105,000円

鹿毛 生年月日　2014年5月9日 北海道：2016/05/24～　10戦1勝（2着2回、3着2回） 北海道：2015/07/16～　8戦1勝（2着3回、3着2回）

父　ローレルゲレイロ 生産牧場　田渕牧場 南関東：2016/12/12～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2015/12/09～　19戦1勝（2着0回、3着1回）

母　パインブライト（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町 7枠8番

地方収得賞金　1,041,000円 7R ヴァンキッシャー 調教師　小久保智（浦和） 

北海道：2016/07/26～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 1枠1番 牝5歳 馬主　岡本幸正

南関東：2016/12/21～　1戦0勝（2着0回、3着1回） ニュータイプ 調教師　海馬澤司（浦和） 青鹿毛 生年月日　2012年1月13日

7枠10番 牡7歳 馬主　福田光男 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

ニシケンマチェーテ 調教師　岩本洋（川崎） 栗毛 生年月日　2010年4月21日 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

牡3歳 馬主　西森鶴 父　アッミラーレ 生産牧場　田中スタッド　 地方収得賞金　5,585,000円

黒鹿毛 生年月日　2014年5月12日 母　キャンディスマイル（父　ティンバーカントリー） 産地　浦河町 北海道：2014/05/29～　10戦1勝（2着1回、3着4回）

父　アサクサキングス 生産牧場　元茂義一 地方収得賞金　8,318,000円 南関東：2014/12/10～　25戦3勝（2着1回、3着1回）

母　キテキ（父　スキャターザゴールド） 産地　新ひだか町 北海道：2012/06/06～　5戦2勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　1,332,000円 南関東：2012/10/16～　55戦3勝（2着3回、3着4回） 12R

北海道：2016/05/12～　14戦2勝（2着1回、3着3回） 5枠5番 6枠7番

南関東：2017/01/02～　1戦0勝（2着0回、3着0回） ドリームディバ 調教師　野口孝（浦和） ブライトギャル 調教師　水野貴史（浦和） 

牝7歳 馬主　石川邦明 牝5歳 馬主　泉俊二

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 鹿毛 生年月日　2010年1月23日 栗毛 生年月日　2012年4月3日

4R　⑦ワンダフルキッス 父　トワイニング 生産牧場　丸幸小林牧場 父　カリズマティック 生産牧場　木村牧場

6R　②カントリークイン　③ルビージェニファー　④チェリーアメリカン 母　マリンパンサー（父　ティンバーカントリー） 産地　浦河町 母　ジェベルロバーツ（父　ウェイオブライト） 産地　日高町

　　　⑤ハタノデフィ　⑦メロンドリーム 地方収得賞金　8,228,000円 地方収得賞金　9,156,000円

7R　⑥アンリエット 北海道：2012/06/13～　11戦2勝（2着1回、3着1回） 北海道：2014/05/22～　8戦2勝（2着1回、3着0回）

8R　④オトメローズ 南関東：2012/12/25～　44戦5勝（2着5回、3着9回） 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

10R　①キリキリマイヒメ　③クインザドリーム　④フリーゴーイング 南関東：2014/12/31～　21戦1勝（2着3回、3着3回）

　　　 ⑨ヤコウレッシャ　⑫サザンオールスター 8R

7枠8番

ハピネスヒーロー 調教師　長谷川忍（浦和） 

牡4歳 馬主　新井弘幸

●本日の騎乗予定　阿部 龍騎手 栗毛 生年月日　2013年4月2日

浦和2R　⑦ノースホタル 父　アサクサキングス 生産牧場　新井弘幸

　　11R　⑥ネオザウイナー 母　スズキャンドル（父　ジャングルポケット） 産地　日高町

●本日の騎乗予定　井上 幹太騎手 地方収得賞金　2,944,000円

浦和2R　⑧キョウエイテンマ 北海道：2015/05/20～　9戦1勝（2着0回、3着1回）

●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

浦和7R　⑧アミフジテンショウ 南関東：2016/02/01～　19戦0勝（2着1回、3着1回）

　　　9R　①マルヒロトリック

1/17（火）浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
１着

前走
３着

前走
３着

前走
２着

前走
１着

応援よろしくね♪


