
1R 5R 11R　第9回ユングフラウ賞〔ＳⅡ〕

5枠5番 8枠10番 6枠7番

エメラルムサシ 調教師　佐々木清明（船橋） アマリアローズ 調教師　牛房榮吉（浦和） アンジュジョリー 調教師　小久保智（浦和） 

牡3歳 馬主　高橋勉 牝5歳 馬主　荻田常人 牝3歳 馬主　竹下浩一

鹿毛 生年月日　2014年4月26日 芦毛 生年月日　2012年3月25日 栗毛 生年月日　2014年4月12日

父　サムライハート 生産牧場　今井牧場 父　オンファイア 生産牧場　高柳隆男 父　タートルボウル 生産牧場　上水牧場

母　キャンティクラシコ（父　マルゼンスキー） 産地　日高町 母　オードリーアン（父　クロフネ） 産地　日高町 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　1,408,000円 地方収得賞金　2,206,000円 地方収得賞金　8,825,000円

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

南関東：2017/01/11～　2戦0勝（2着2回、3着0回） 名古屋：2014/09/17～　2戦0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）

8枠12番 北海道：2015/04/23～　11戦0勝（2着0回、3着2回） 南関東：2016/11/21～　4戦2勝（2着0回、3着1回）

ワンダフルキングス 調教師　佐々木功（船橋） 南関東：2015/10/29～　23戦1勝（2着0回、3着1回） ◆2016　金沢シンデレラC［金沢］　2着

牡3歳 馬主　（有）カネショウ ◆2016　東京2歳優駿牝馬［大井］　3着

鹿毛 生年月日　2014年5月15日 6R 6枠8番

父　アサクサキングス 生産牧場　城市公 1枠1番 ピンクドッグウッド 調教師　稲益貴弘（船橋）

母　キャッスルローズ（父　スターリングローズ） 産地　新ひだか町 トモノトップガン 調教師　川村守男（浦和） 牝3歳 馬主　尾崎智大

地方収得賞金　1,643,000円 牡4歳 馬主　（株）大高建設 鹿毛 生年月日　2014年4月9日

北海道：2016/05/25～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2013年4月2日 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

金沢：2016/09/18～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 父　モルフェデスペクタ 生産牧場　大高朝幸 母　スズカブルーム（父　スキャターザゴールド） 産地　新ひだか町

南関東：2017/01/10～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 母　タキノエンジェル（父　ダイタクリーヴァ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　29,250,000円

地方収得賞金　2,345,000円 北海道：2016/05/24～　7戦3勝（2着0回、3着1回）

2R 北海道：2015/04/29～　22戦6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）

7枠10番 南関東：2016/12/21～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 愛知：2016/12/31～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

デニール 調教師　柘榴浩樹（浦和） 4枠4番 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

牝4歳 馬主　（株）心頼ＬｏｏＰ シュシュ 調教師　宇野木数徳（浦和） ◆2016　東京2歳優駿牝馬［大井］　1着　　◆2016　フルールC［門別］　1着

鹿毛 生年月日　2013年4月29日 牝4歳 馬主　小平進 ◆2016　エーデルワイス賞［門別］　3着

父　アドマイヤオーラ 生産牧場　藤本牧場 黒鹿毛 生年月日　2013年5月7日 7枠9番

母　ラベルフィーユ（父　アグネスデジタル） 産地　新ひだか町 父　ベーカバド 生産牧場　村田牧場 シェアハッピー 調教師　澤佳宏（大井）

地方収得賞金　1,232,000円 母　ダンシングハート（父　サンデーサイレンス） 産地　新冠町 牝3歳 馬主　小林克己 

北海道：2015/04/29～　8戦1勝（2着3回、3着0回） 地方収得賞金　2,483,000円 青鹿毛 生産牧場　門別敏朗

南関東：2016/01/02～　9戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2015/06/11～　8戦0勝（2着0回、3着0回） 父　ハイアーゲーム 生年月日　2014年4月12日

金沢：2015/10/18～　18戦3勝（2着2回、3着5回） 母　ポンデュガール（父　フォーティナイナー） 産地　日高町

3R 　うち他地区参戦：4戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　10,920,000円

2枠2番 南関東：2016/11/07～　6戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2016/05/19～　8戦2勝（2着1回、3着1回）

コードナンバー 調教師　薮口一麻（浦和） 8枠12番 南関東：2016/12/31～　2戦2勝（2着0回、3着0回）

牡9歳 馬主　藤江勢津男 チェリーサターン 調教師　藤原智行（浦和） ◆2017　'17桃花賞［大井］　1着

栗毛 生年月日　2008年5月11日 牡7歳 馬主　宍戸廣司 ◆2016　リリーカップ［門別］　2着

父　テレグノシス 生産牧場　シンユウフアーム 栗毛 生年月日　2010年4月11日 8枠11番

母　セイカドミノ（父　パラダイスクリーク） 産地　新冠町 父　スキャン 生産牧場　北俣牧夫 アップトゥユー 調教師　佐々木仁（川崎） 

地方収得賞金　10,069,000円 母　ヤマカツジャスミン（父　フジキセキ） 産地　浦河町 牝3歳 馬主　（有）グランド牧場

北海道：2010/05/26～　12戦2勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　8,938,000円 中央収得賞金　3,540,000円 鹿毛 生年月日　2014年4月30日

南関東：2011/08/31～　73戦7勝（2着5回、3着8回） 北海道：2012/05/17～　6戦2勝（2着2回、3着0回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

4枠4番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ファーストレディ（父　スマートボーイ） 産地　新ひだか町

ドリームディバ 調教師　野口孝（浦和） JRA：2012/10/13～　12戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　25,420,000円

牝7歳 馬主　石川邦明 南関東：2013/12/13～　47戦1勝（2着5回、3着7回） 北海道：2016/05/03～　7戦2勝（2着1回、3着2回）

鹿毛 生年月日　2010年1月23日 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

父　トワイニング 生産牧場　丸幸小林牧場 8R 南関東：2016/12/31～　2戦0勝（2着1回、3着0回）

母　マリンパンサー（父　ティンバーカントリー） 産地　浦河町 8枠11番 ◆2016　ローレル賞［川崎］　1着

地方収得賞金　8,476,000円 ジャンプショット 調教師　薮口一麻（浦和） ◆2016　東京2歳優駿牝馬［大井］　2着

北海道：2012/06/13～　11戦2勝（2着1回、3着1回） 牡4歳 馬主　藤江勢津男 ◆2016　エーデルワイス賞［門別］　2着

南関東：2012/12/25～　46戦5勝（2着5回、3着10回） 黒鹿毛 生年月日　2013年4月6日 ◆2016　リリーカップ［門別］　3着

5枠6番 父　ブラックタキシード 生産牧場　佐藤静子

フクノドン 調教師　新井清重（船橋） 母　フジアンジュ（父　マヤノトップガン） 産地　新冠町 12R

牡6歳 馬主　相川てる 地方収得賞金　5,292,000円 3枠3番

栗毛 生年月日　2011年2月5日 北海道：2015/08/05～　6戦2勝（2着1回、3着2回） ニシノマリーナ 調教師　内野健二（浦和）

父　タイムパラドックス 生産牧場　石川栄一 南関東：2015/11/30～　22戦1勝（2着1回、3着3回） 牝6歳 馬主　西森鶴

母　マキノギンガ（父　トロットサンダー） 産地　新ひだか町 鹿毛 生年月日　2011年4月13日

地方収得賞金　4,501,000円 10R 父　ヨハネスブルグ 生産牧場　ニシケンフアーム

北海道：2013/06/25～　9戦0勝（2着0回、3着3回） 1枠1番 母　タイキマリーナ（父 ボストンハーバー） 産地　新ひだか町

佐賀：2014/01/19～　7戦2勝（2着1回、3着0回） モリデンリオ 調教師　山越光（浦和） 地方収得賞金　14,963,000円

南関東：2014/12/12～　41戦3勝（2着1回、3着3回） 牡4歳 馬主　森田芳男 北海道：2013/05/15～　5戦1勝（2着0回、3着2回）

6枠8番 栗毛 生年月日　2013年4月25日 高知：2013/11/23～　22戦9勝（2着4回、3着2回）

ノーリグレット 調教師　鈴木勝文（浦和） 父　キングヘイロー 生産牧場　森田芳男 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牡6歳 馬主　三浦捷之 母　マグマヴィーナス（父　カコイーシーズ） 産地　新冠町 南関東：2014/12/23～　23戦5勝（2着2回、3着5回）

栗毛 生年月日　2011年2月16日 地方収得賞金　6,817,000円 ◆2013　金の鞍賞［高知］　1着　◆2014土佐春花賞［高知］　1着

父　アッミラーレ 生産牧場　大北牧場 北海道：2015/07/02～　6戦1勝（2着0回、3着1回） ◆2014黒潮菊花賞［高知］　1着　◆2014土佐秋月賞［高知］　1着

母　エフワンサンダー（父　サンダーガルチ） 産地　浦河町 南関東：2015/11/30～　24戦1勝（2着2回、3着6回） ◆2014高知優駿［高知］　2着

地方収得賞金　4,532,000円 7枠9番

北海道：2013/06/18～　5戦1勝（2着2回、3着2回） リュウノハヤテ 調教師　齊藤敏（船橋）

南関東：2013/10/08～　41戦1勝（2着1回、3着3回） 牡6歳 馬主　蓑島竜一

鹿毛 生年月日　2011年5月30日

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　大塚牧場

1R　②カリーナ　④クマリ　⑥テネレッツァ　⑧リックマトリックス 母　イノリ（父　クリミナルタイプ） 産地　新ひだか町

3R　⑤チェリーサイクロン 地方収得賞金　11,629,000円

4R　⑥ルンタアグサン 北海道：2013/06/05～　15戦1勝（2着0回、3着4回）

7R　③フォーユアラヴ　⑦スマートアグノス 岩手：2013/12/02～　3戦1勝（2着0回、3着1回）

8R　②コパノサムタイム　⑧ゴールドトレジャー 南関東：2014/02/13～　46戦4勝（2着7回、3着3回）

9R　③ルビージェニファー　④ゲネオス　　⑥シビップ ◆2013　寒菊賞［水沢］　3着

2/22（水） 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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応援してね♪


