
1R 5R 11R　第60回ニューイヤーカップ〔ＳⅢ〕

7枠9番 3枠3番 4枠4番

デニール 調教師　柘榴浩樹（浦和） シュシュ 調教師　宇野木数徳（浦和） イーグルパス 調教師　山田質（川崎） 

牝4歳 馬主　（株）心頼ＬｏｏＰ 牝4歳 馬主　小平進 牡3歳 馬主　山本憲明

鹿毛 生年月日　2013年4月29日 黒鹿毛 生年月日　2013年5月7日 栗毛 生年月日　2014年2月26日

父　アドマイヤオーラ 生産牧場　藤本牧場 父　ベーカバド 生産牧場　村田牧場 父　サマーバード 生産牧場　有限会社下河辺トレーニングセンター

母　ラベルフィーユ（父　アグネスデジタル） 産地　新ひだか町 母　ダンシングハート（父　サンデーサイレンス） 産地　新冠町 母　サンクス（父　アフリート） 産地　千葉県

地方収得賞金　1,232,000円 地方収得賞金　2,383,000円 地方収得賞金　7,000,000円

北海道：2015/04/29～　8戦1勝（2着3回、3着0回） 北海道：2015/06/11～　8戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/05/04～　6戦2勝（2着0回、3着0回）

南関東：2016/01/02～　8戦0勝（2着0回、3着1回） 金沢：2015/10/18～　18戦3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）

　うち他地区参戦：4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）

2R 南関東：2016/11/07～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2016/12/06～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

8枠11番 5枠6番 5枠5番

スギノフルブルーム 調教師　村上頼章（大井） トモノチャイルド 調教師　川村守男（浦和） アンジュジョリー 調教師　小久保智（浦和） 

牡4歳 馬主　森近隆幸 牝5歳 馬主　（株）大高建設 牝3歳 馬主　竹下浩一

青鹿毛 生年月日　2013年3月26日 黒鹿毛 生年月日　2012年4月29日 栗毛 生年月日　2014年4月12日

父　シンボリクリスエス 生産牧場　明治牧場 父　モルフェデスペクタ 生産牧場　大高朝幸 父　タートルボウル 生産牧場　上水牧場

母　スギノブロッサム（父　フサイチコンコルド） 産地　新ひだか町 母　ホロトラストシーン（父　ゼンノメイジン） 産地　新ひだか町 母　マクシマール（父　アグネスタキオン） 産地　むかわ町

地方収得賞金　1,275,000円 地方収得賞金　4,273,000円 地方収得賞金　8,825,000円

北海道：2015/06/18～　9戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2014/05/29～　11戦1勝（2着1回、3着4回） 北海道：2016/08/17～　4戦2勝（2着1回、3着1回）

金沢：2015/12/01～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/01/08～　3戦2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）

南関東：2015/12/25～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2015/09/08～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2016/11/21～　3戦2勝（2着0回、3着1回）

北海道：2016/04/20～　15戦1勝（2着2回、3着1回） 南関東：2015/10/26～　21戦0勝（2着2回、3着0回） ◆2016　金沢シンデレラC［金沢］　2着

南関東：2016/12/01～　3戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2016　東京2歳優駿牝馬［大井］　3着

6R 6枠7番

3R 1枠1番 バンドオンザラン 調教師　内田勝義（川崎）

1枠1番 チェリーサターン 調教師　藤原智行（浦和） 牡3歳 馬主　（有）グランド牧場

コードナンバー 調教師　薮口一麻（浦和） 牡7歳 馬主　宍戸廣司 鹿毛 生年月日　2014年3月5日

牡9歳 馬主　藤江勢津男 栗毛 生年月日　2010年4月11日 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場

栗毛 生年月日　2008年5月11日 父　スキャン 生産牧場　北俣牧夫 母　セクシーシューズ（父　パラダイスクリーク） 産地　新ひだか町

父　テレグノシス 生産牧場　シンユウフアーム 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　9,050,000円

母　セイカドミノ（父　パラダイスクリーク） 産地　新冠町 地方収得賞金　8,838,000円 中央収得賞金　3,540,000円 北海道：2016/04/20～　8戦3勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　10,069,000円 北海道：2012/05/17～　6戦2勝（2着2回、3着0回） 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2010/05/26～　12戦2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） ◆2016　イノセントC［門別］　1着　　◆2016　栄冠賞［門別］　1着

南関東：2011/08/31～　71戦7勝（2着5回、3着8回） JRA：2012/10/13～　12戦0勝（2着0回、3着0回） 7枠9番

7枠10番 南関東：2013/12/13～　45戦1勝（2着5回、3着7回） ヒガシウィルウィン 調教師　佐藤賢二（船橋）

ハイアビリティー 調教師　佐々木功（船橋） 5枠5番 牡3歳 馬主　（株）ＭＭＣ

牝5歳 馬主　中島稔 マスオ 調教師　野口孝（浦和） 栗毛 生年月日　2014年3月30日

鹿毛 生年月日　2012年3月5日 牡4歳 馬主　宇田昌隆 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

父　キングヘイロー 生産牧場　石田牧場 栗毛 生年月日　2013年5月17日 母　プリモタイム（父　ブライアンズタイム） 産地　新ひだか町

母　ロッチダンス（父　ワツスルタツチ） 産地　新冠町 父ディープスカイ 生産牧場　谷川牧場 地方収得賞金　15,360,000円

地方収得賞金　1,064,000円 母　マスカラーダ（父　スピニングワールド） 産地　浦河町 北海道：9戦3勝（2着5回、3着0回）

北海道：2014/05/28～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　2,469,000円 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

兵庫：2014/07/25～　24戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2015/07/15～　8戦1勝（2着2回、3着0回） ◆2016　サンライズカップ[門別]　1着

南関東：2015/07/20～　28戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2015/12/02～　17戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2016　北海道2歳優駿[門別]　2着

8枠12番 ◆2016　ブリーダーズゴールドジュニアC[門別]　2着　　◆2016　栄冠賞[門別]　2着

ノーリグレット 調教師　鈴木勝文（浦和） 7R

牡6歳 馬主　三浦捷之 1枠1番 12R

栗毛 生年月日　2011年2月16日 フィールザファイア 調教師　内田勝義（川崎） 4枠4番

父　アッミラーレ 生産牧場　大北牧場 牝3歳 馬主　（有）グランド牧場 スーパープルーム 調教師　岡林光浩（船橋）

母　エフワンサンダー（父　サンダーガルチ） 産地　浦河町 栗毛 生年月日　2014年3月19日 牝4歳 馬主　組）寿組合

地方収得賞金　4,532,000円 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 鹿毛 生年月日　2013年4月4日

北海道：2013/06/18～　5戦1勝（2着2回、3着2回） 母　スズカノオジョー（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 父　ネオユニヴァース 生産牧場　村上欽哉

南関東：2013/10/08～　40戦1勝（2着1回、3着3回） 地方収得賞金　5,245,000円 母　パナマックス（父　クロフネ） 産地　新冠町

北海道：2016/07/19～　5戦2勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　9,230,000円

4R 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2015/04/22～　7戦2勝（2着0回、3着0回）

6枠8番 南関東：2016/12/16～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2015/11/09～　17戦3勝（2着5回、3着1回）

フクノドン 調教師　新井清重（船橋） ◆2016　園田プリンセスC［園田］　2着

牡6歳 馬主　相川てる 8枠10番

栗毛 生年月日　2011年2月5日 バリスコア 調教師　岩本洋（川崎）

父　タイムパラドックス 生産牧場　石川栄一 牡3歳 馬主　西森鶴 ●本日の騎乗予定　阿部 龍騎手

母　マキノギンガ（父　トロットサンダー） 産地　新ひだか町 青毛 生年月日　2014年5月17日 浦和6R　⑩ビービースパンキー

地方収得賞金　4,501,000円 父　フリオーソ 生産牧場　中川浩典 　　10R　⑧ディーエスノーブル

北海道：2013/06/25～　9戦0勝（2着0回、3着3回） 母　シャトーモア（父　ジョリーズヘイロー） 産地　日高町 ●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手

佐賀：2014/01/19～　7戦2勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　4,730,000円 浦和1R　②シンドバッド

南関東：2014/12/12～　39戦3勝（2着1回、3着3回） 北海道：2016/07/13～　8戦4勝（2着2回、3着1回） 　　　4R　⑫エムノクラウン

7枠10番 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回） 　　11R　④イーグルパス

ユニークベニュー 調教師　吉田正美（浦和） ◆2016　兵庫ジュニアグランプリ[園田]　3着

牝5歳 馬主　（有）辻牧場

栗毛 生年月日　2012年4月1日 ●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
父　シニスターミニスター 生産牧場　辻牧場 1R　⑤グローリアスザッツ　⑧ユキナ

母　アドマイヤドレス（父　スピニングワールド） 産地　浦河町 2R　①シナノサマー　②コンカローレ　③ゴールドトランプ

地方収得賞金　1,964,000円 　　　⑤プレジデントスワン　⑧アパタイト　⑨カリーナ

北海道：2014/06/05～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 3R　⑥インヘリットライン

笠松：2015/01/23～　13戦5勝（2着2回、3着1回） 4R　①サンダカン

南関東：2015/12/21～　15戦0勝（2着0回、3着1回） 5R　①スタートミーアップ　②ユミハリヅキ　④リンゴチャン　⑤ゲネオス　

7R　②フジノキンメダル　④スカイウォリアー

9R　⑤ナーゴナーゴハツエ　⑦ナーゴナーゴユーリ

10R　⑧シングンヒメギミ

11R　②タケルオウジ

1/18（水） 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
１着

転入後
初出走

前走
１着

前走
３着

転入後
初出走

転入後
初出走

1浦和11Rはクラシックの登竜門・
第60回ニューイヤーC！
門別競馬場デビュー馬も
4頭が出走しますよ～♪


