
1R 8R 11R　第63回桜花賞〔ＳⅠ〕（GRANDAME-JAPAN2017）

7枠9番 5枠5番 4枠4番

エメラルムサシ 調教師　佐々木清明（船橋） フェアリーキス 調教師　矢内博（船橋） シェアハッピー 調教師　澤佳宏（大井）

牡3歳 馬主　高橋勉 牝4歳 馬主　橋本富夫 牝3歳 馬主　小林克己 

鹿毛 生年月日　2014年4月26日 鹿毛 生年月日　2013年6月4日 青鹿毛 生産牧場　門別敏朗

父　サムライハート 生産牧場　今井牧場 父　アジュディケーティング 生産牧場　ベルモントファーム 父　ハイアーゲーム 生年月日　2014年4月12日

母　キャンティクラシコ（父　マルゼンスキー） 産地　日高町 母　ホープフェアリー（父　テンパレートシル） 産地　新冠町 母　ポンデュガール（父　フォーティナイナー） 産地　日高町

地方収得賞金　1,772,000円 地方収得賞金　2,924,000円 地方収得賞金　10,920,000円

北海道：2016/05/18～　11戦1勝（2着2回、3着3回） 北海道：2015/06/25～　7戦2勝（2着3回、3着0回） 北海道：2016/05/19～　8戦2勝（2着1回、3着1回）

南関東：2017/01/11～　4戦0勝（2着2回、3着1回） 南関東：2015/12/10～　9戦0勝（2着1回、3着2回） 南関東：2016/12/31～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

北海道：2016/08/10～　1戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2017　'17桃花賞［大井］　1着

2R 南関東：2017/01/10～　3戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2016　リリーC［門別］　2着

4枠4番 7枠10番 6枠6番

デニール 調教師　柘榴浩樹（浦和） トーイレッカー 調教師　内野健二（浦和） アンジュジョリー 調教師　小久保智（浦和） 

牝4歳 馬主　（株）心頼ＬｏｏＰ 牡4歳 馬主　伊藤捷一 牝3歳 馬主　竹下浩一

鹿毛 生年月日　2013年4月29日 栗毛 生年月日　2013年5月8日 栗毛 生年月日　2014年4月12日

父　アドマイヤオーラ 生産牧場　藤本牧場 父　ジャイアントレッカー 生産牧場　グラストレーニングセンター 父　タートルボウル 生産牧場　上水牧場

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　カンタベリービート（父　メイショウオウドウ） 産地　浦河町 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　1,376,000円 地方収得賞金　3,192,000円 地方収得賞金　9,425,000円

北海道：2015/04/29～　8戦1勝（2着3回、3着0回） 北海道：2015/06/24～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/08/17～　4戦2勝（2着1回、3着1回）

南関東：2016/01/02～　11戦0勝（2着0回、3着2回） 金沢：2015/10/04～　6戦1勝（2着2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：2016/01/07～　17戦1勝（2着2回、3着1回） 南関東：2016/11/21～　5戦2勝（2着0回、3着1回）

3R ◆2016　金沢シンデレラC［金沢］　2着

5枠5番 9R ◆2016　東京2歳優駿牝馬［大井］　3着

スピカプレイス 調教師　山下貴之（船橋） 1枠1番 7枠8番

牝5歳 馬主　細川大輔 スピーティーズ 調教師　水野貴史（浦和） アップトゥユー 調教師　佐々木仁（川崎） 

青鹿毛 生年月日　2012年5月23日 牝4歳 馬主　立山伸二 牝3歳 馬主　（有）グランド牧場

父　ダンシングカラー 生産牧場　高松牧場 栗毛 生年月日　2013年5月20日 鹿毛 生年月日　2014年4月30日

母　ジョーテンオン（父　サンデーサイレンス） 産地　浦河町 父　ジャイアントレッカー 生産牧場　鳥井征士 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

地方収得賞金　2,209,000円 母　ビューティアイ（父　アッミラーレ） 産地　浦河町 母　ファーストレディ（父　スマートボーイ） 産地　新ひだか町

北海道：2014/07/22～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　5,255,000円 地方収得賞金　29,620,000円

笠松：2014/11/14～　17戦2勝（2着0回、3着2回） 北海道：2015/09/16～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/05/03～　7戦2勝（2着1回、3着2回）

南関東：2015/09/10～　18戦0勝（2着3回、3着3回） 南関東：2015/11/24～　19戦2勝（2着1回、3着2回） 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

8枠9番 南関東：2016/12/31～　3戦0勝（2着2回、3着0回）

フクノドン 調教師　新井清重（船橋） 10R ◆2016　ローレル賞［川崎］　1着

牡6歳 馬主　相川てる 1枠1番 ◆2017　ユングフラウ賞［浦和］　2着　　◆2016　東京2歳優駿牝馬［大井］　2着

栗毛 生年月日　2011年2月5日 パーソナルマキ 調教師　宗形竹見（大井） ◆2016　エーデルワイス賞［門別］　2着

父　タイムパラドックス 生産牧場　石川栄一 牡4歳 馬主　（有）槇本牧場 ◆2016　リリーC［門別］　3着

母　マキノギンガ（父　トロットサンダー） 産地　新ひだか町 栗毛 生年月日　2013年3月29日 8枠10番

地方収得賞金　4,661,000円 父　パーソナルラッシュ 生産牧場　槇本牧場 ハリアー 調教師　湯前良人(笠松)

北海道：2013/06/25～　9戦0勝（2着0回、3着3回） 母　マキハタスペシャル（父　Ｍａｒｓｃａｙ） 産地　日高町 牝3歳 馬主　（有）ホースケア

佐賀：2014/01/19～　7戦2勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　4,925,000円　中央収得賞金　1,800,000円 栗毛 生年月日　2014年3月25日

南関東：2014/12/12～　44戦3勝（2着1回、3着3回） 北海道：2015/08/04～　9戦3勝（2着4回、3着2回） 父　トーセンホマレボシ 生産牧場　新生ファーム

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回） 母　クリスマスローズ（父　アグネスデジタル） 産地　日高町

4R JRA：2016/03/05～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　2,206,000円

4枠4番 北海道：2016/07/13～　9戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2016/05/11～　5戦2勝（2着1回、3着0回）

アマリアローズ 調教師　牛房榮吉（浦和） 南関東：2016/11/27～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 笠松：2016/09/09～　17戦0勝（2着3回、3着0回）

牝5歳 馬主　荻田常人 6枠7番 　うちJRA参戦：4戦0勝（2着0回、3着0回）

芦毛 生年月日　2012年3月25日 ロクイチノカガヤキ 調教師　川島正一（船橋） 　うち他地区参戦：4戦0勝（2着0回、3着0回）

父　オンファイア 生産牧場　高柳隆男 牝5歳 馬主　佐藤陽一

母　オードリーアン（父　クロフネ） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2012年4月21日 ●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
地方収得賞金　2,206,000円 父　キンシャサノキセキ 生産牧場　斉藤スタッド 1R　⑤スタートミーアップ　⑥アメチスタ　⑨リンゴチャン

北海道：2014/06/29～　9戦1勝（2着1回、3着3回） 母　ロマンスビコー（父　Ｌａｍｍｔａｒｒａ） 産地　新ひだか町 2R　③コンカローレ　④プレジデントスワン　⑤ゲネオス

名古屋：2014/09/17～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　7,952,000円 　　　⑧ルビージェニファー　⑨メロンドリーム

北海道：2015/04/23～　11戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2014/06/26～　11戦2勝（2着1回、3着3回） 3R　⑦ディーエスアレーナ　⑨ワンダフルキッス

南関東：2015/10/29～　25戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2015/01/14～　31戦2勝（2着5回、3着4回） 4R　②サンダカン

6枠8番 5R　⑧ボンヤリ　⑩カモンマッサン

6R ライゾマティクス 調教師　小久保智（浦和） 7R　⑨イグナイト

2枠2番 牡4歳 馬主　山口裕介 9R　③カヤク　⑦チェリーアメリカン　⑧ユミハリヅキ

トモノトップガン 調教師　川村守男（浦和） 芦毛 生年月日　2013年3月5日

牡4歳 馬主　（株）大高建設 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　船越牧場

鹿毛 生年月日　2013年4月2日 母　プラススキー（父　マルゼンスキー） 産地　日高町

父　モルフェデスペクタ 生産牧場　大高朝幸 地方収得賞金　6,500,000円

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 北海道：2015/07/16～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　2,345,000円 南関東：2015/10/26～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

北海道：2015/04/29～　22戦6勝（2着1回、3着1回）

南関東：2016/12/21～　5戦0勝（2着0回、3着1回）

7R

7枠9番

シュシュ 調教師　宇野木数徳（浦和） 

牝4歳 馬主　小平進

黒鹿毛 生年月日　2013年5月7日

父　ベーカバド 生産牧場　村田牧場

母　ダンシングハート（父　サンデーサイレンス） 産地　新冠町

地方収得賞金　2,483,000円

北海道：2015/06/11～　8戦0勝（2着0回、3着0回）

金沢：2015/10/18～　18戦3勝（2着2回、3着5回）

　うち他地区参戦：4戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2016/11/07～　7戦0勝（2着1回、3着0回）

3/29（水） 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 ２０  日

前走
３着

前走
３着

前走
２着

前走
２着

笠松競馬
所属

阿部 龍騎手
騎乗！

メインは桜花賞（SⅠ）！
門別デビュー馬が4頭出走、

阿部龍騎手が⑧アップトゥユーに
騎乗します♪


