
1R 6R 11R

6枠6番 4枠4番 2枠2番

チェリーピーター 調教師　冨田敏男（浦和） コスモグラブ 調教師　河津裕昭（川崎） レディカリビアン 調教師　小久保智（浦和）

牡4歳 馬主　冨田藤男 牝3歳 馬主　（有）ビッグレッドファーム 牝6歳 馬主　山内邦一

栗毛 生年月日　2013年4月22日 栗毛 生年月日　2014年5月22日 芦毛 生年月日　2011年2月26日

父　チェリークラウン 生産牧場　北俣牧夫 父　タイムパラドックス 生産牧場　滝本健二 父　ソングオブウインド 生産牧場　森永聡

母　ヤマカツジャスミン（父　フジキセキ） 産地　浦河町 母　ミスマーマレード（父　ダンスインザダーク） 産地　日高町 母　オメガカリビアン（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町

地方収得賞金　1,481,000円 地方収得賞金　3,142,000円

北海道：2015/07/08～　12戦1勝（2着1回、3着3回） 北海道：2016/06/09～　10戦1勝（2着3回、3着3回） 北海道：2013/06/25～　9戦2勝（2着4回、3着1回）

南関東：2015/12/02～　28戦0勝（2着0回、3着2回） 南関東：2016/12/08～　5戦0勝（2着3回、3着1回） JRA：2014/01/11～　34戦1勝（2着2回、3着5回）

　うち地方競馬参戦：2戦1勝（2着0回、3着1回）

2R 7R 3枠3番

6枠7番 3枠3番 クラトイトイトイ 調教師　矢野義幸（船橋） 

ハイアビリティー 調教師　佐々木功（船橋） クラトリガー 調教師　矢野義幸（船橋） 牝4歳 馬主　倉見利弘

牝5歳 馬主　中島稔 牡3歳 馬主　倉見利弘 鹿毛 生年月日　2013年4月18日

鹿毛 生年月日　2012年3月5日 芦毛 生年月日　2014年5月4日 父　ブラックタイド 生産牧場　倉見牧場

父　キングヘイロー 生産牧場　石田牧場 父　アッミラーレ 生産牧場　倉見牧場 母　クラマサシャトル（父　サクラテルノオー） 産地　日高町

母　ロッチダンス（父　ワツスルタツチ） 産地　新冠町 母　クラビッグレディ（父　ブラックタイアフェアー） 産地　日高町 地方収得賞金　17,051,000円

地方収得賞金　1,064,000円 地方収得賞金　4,745,000円 北海道：2015/06/03～　8戦2勝（2着2回、3着1回）

北海道：2014/05/28～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/05/04～　14戦2勝（2着4回、3着2回） 南関東：2015/12/30～　18戦3勝（2着3回、3着2回）

兵庫：2014/07/25～　24戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2016/12/06～　5戦1勝（2着3回、3着0回） 　うち他地区参戦：3戦2勝（2着1回、3着0回）

南関東：2015/07/20～　31戦0勝（2着0回、3着1回） 5枠5番 ◆2016　若草賞［名古屋］　１着　　◆2016東海クイーンカップ［名古屋］　1着

フィット 調教師　佐藤賢二（船橋） ◆2016　のじぎく賞［園田］　2着

3R 牡3歳 馬主　（有）新生ファーム ◆2016　'16桃花賞［大井］　3着

6枠8番 鹿毛 生年月日　2014年3月21日 6枠7番

ノーリグレット 調教師　鈴木勝文（浦和） 父　スマートボーイ 生産牧場　新生ファーム エールドランジュ 調教師　橋本和馬（大井）

牡6歳 馬主　三浦捷之 母　ゴールドインパルス（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 牝7歳 馬主　和田博美

栗毛 生年月日　2011年2月16日 地方収得賞金　4,886,000円 鹿毛 生年月日　2010年4月24日

父　アッミラーレ 生産牧場　大北牧場 北海道：2016/06/14～　6戦2勝（2着0回、3着1回） 父　メイショウボーラー 生産牧場　中館牧場

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：2016/12/26～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 母　ワンモアミイチュー（父　エンドスウィープ） 産地　日高町

地方収得賞金　4,532,000円 地方収得賞金　29,864,000円

北海道：2013/06/18～　5戦1勝（2着2回、3着2回） 8R 北海道：2012/09/05～　4戦1勝（2着2回、3着0回）

南関東：2013/10/08～　42戦1勝（2着1回、3着3回） 8枠10番 南関東：2012/12/31～　53戦8勝（2着6回、3着7回）

7枠9番 スギノアクトレス 調教師　渡邊貴光（船橋） 6枠8番

ドリームディバ 調教師　野口孝（浦和） 牝4歳 馬主　杉山忠国 タケショウメーカー 調教師　山本学（船橋）

牝7歳 馬主　石川邦明 青鹿毛 生年月日　2013年4月1日 牝4歳 馬主　（有）ナイト商事

鹿毛 生年月日　2010年1月23日 父　タニノギムレット 生産牧場　明治牧場 鹿毛 生年月日　2013年4月24日

父　トワイニング 生産牧場　丸幸小林牧場 母　エフティアクトレス（父　ファルブラヴ） 産地　新ひだか町 父　エンパイアメーカー 生産牧場　富菜牧場

母　マリンパンサー（父　ティンバーカントリー） 産地　浦河町 地方収得賞金　3,336,000円 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

地方収得賞金　8,716,000円 北海道：2015/10/14～　2戦2勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　17,177,000円

北海道：2012/06/13～　11戦2勝（2着1回、3着1回） 南関東：2016/01/21～　3戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2015/05/05～　7戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2012/12/25～　47戦5勝（2着6回、3着10回） 岩手：2016/07/10～　7戦0勝（2着2回、3着2回） 南関東：2015/11/09～　14戦3勝（2着5回、3着2回）

南関東：2016/12/05～　5戦0勝（2着0回、3着1回） ◆2016　桜花賞［浦和］　3着

5R 8枠11番

6枠6番 9R クラカルメン 調教師　矢野義幸（船橋） 

クリールジェニー 調教師　岩本洋（川崎） 5枠5番 牝8歳 馬主　倉見利弘

牝5歳 馬主　大久保和夫 イナズマアリオーン 調教師　加藤誠一（川崎） 栃栗毛 生年月日　2009年5月1日

栗毛 生年月日　2012年3月6日 牡5歳 馬主　小泉賢悟 父　スターキングマン 生産牧場　倉見牧場

父　アグネスデジタル 生産牧場　村上牧場 鹿毛 生年月日　2012年4月15日 母　クラマサシャトル（父　サクラテルノオー） 産地　日高町

母　センティーレ（父　フジキセキ） 産地　新冠町 父　カネヒキリ 生産牧場　ヒノデファーム 地方収得賞金　37,992,000円

地方収得賞金　6,608,000円 母　トーワフォーチュン（父　エンドスウィープ） 産地　新冠町 北海道：2011/07/05～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

北海道：2014/05/21～　7戦1勝（2着4回、3着1回） 地方収得賞金　6,475,000円 南関東：2012/03/19～　77戦7勝（2着11回、3着7回）

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2014/07/17～　9戦2勝（2着1回、3着3回） ◆'15シーサイドカップ［大井］　2着

岩手：2014/10/05～　5戦0勝（2着0回、3着2回） 南関東：2014/12/17～　29戦2勝（2着3回、3着3回） ◆'14クリスタルナイトカップ［大井］　3着

北海道：2015/09/16～　4戦1勝（2着1回、3着2回）

南関東：2016/01/04～　9戦4勝（2着2回、3着0回） ●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 12R

◆2014　知床賞［盛岡］　2着 1R　⑧ジンクーアン 1枠1番

◆2015　あやめ賞［水沢］　3着 2R　⑨リコーマキキ トンドゥアモール 調教師　岡田一男（浦和）

7枠9番 5R　⑥マイファンファーレ 牝4歳 馬主　上野耕一

シュガテール 調教師　酒井一則（浦和） 6R　⑧マイサクラ　⑨コッチネッラ 黒鹿毛 生年月日　2013年4月29日

牝5歳 馬主　杉浦和也 7R　①ハシルセンセイ　④アンリエット 父　スパイキュール 生産牧場　滝本健二

芦毛 生年月日　2012年3月22日 9R　①フリーゴーイング　③キリキリマイヒメ　⑤ドゥアイドゥ 母　オリジナルデザート（父　リアルシヤダイ） 産地　日高町

父　ダイワメジャー 生産牧場　岡田スタツド 　　　⑧ゴールドトランプ 地方収得賞金　8,860,000円

母　ラソーミュロワーズ（父　Ｋｅｎｄｏｒ） 産地　新ひだか町 11R　⑧アスリートラヴ 北海道：2015/06/17～　9戦2勝（2着2回、3着3回）

地方収得賞金　6,076,000円 12R　①オトメローズ 南関東：2015/11/30～　23戦2勝（2着4回、3着2回）

北海道：2014/06/05～　6戦0勝（2着2回、3着1回） 8枠12番

南関東：2015/01/14～　28戦3勝（2着2回、3着3回） ドンゲイボルグ 調教師　齊藤敏（船橋） 

牡4歳 馬主　（株）ドン

芦毛 生年月日　2013年4月29日

父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　富田恭司

母　スカアハ（父　アサティス） 産地　様似町

地方収得賞金　8,479,000円

北海道：2015/06/18～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2015/10/06～　7戦0勝（2着0回、3着2回）

佐賀：2016/04/09～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2016/09/26～　9戦2勝（2着2回、3着0回）

3/28（火） 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

2017　門別グランシャリオナイター

開幕（4/18）まであと ２１  日

地方収得賞金　3,491,000円　　中央収得賞金　20,450,000円（付加賞金　42,000円）

前走
２着

前走
２着

前走
２着


