
2R 5R 9R

5枠5番 6枠7番 8枠11番

エッジ 調教師　山崎裕也（川崎） ツガノサツキ 調教師　山越光（浦和） ハピネスヒーロー 調教師　長谷川忍（浦和） 

牡3歳 馬主　山口裕介 牝6歳 馬主　小澤偉男 牡4歳 馬主　新井弘幸

鹿毛 生年月日　2014年4月24日 鹿毛 生年月日　2011年4月19日 栗毛 生年月日　2013年4月2日

父　トランセンド 生産牧場　大典牧場 父　クロフネ 生産牧場　中田英樹 父　アサクサキングス 生産牧場　新井弘幸

母　メジロアニマート（父　フレンチデピュティ） 産地　新ひだか町 母　ハクツクィーン（父　フォーティナイナー）　 産地　新ひだか町 母　スズキャンドル（父　ジャングルポケット） 産地　日高町

地方収得賞金　1,074,000円 地方収得賞金　5,591,000円 地方収得賞金　3,114,000円

北海道：2016/05/19～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2013/08/07～　17戦1勝（2着0回、3着4回） 北海道：2015/05/20～　9戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2016/09/12～　8戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2014/10/09～　45戦3勝（2着7回、3着2回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

6枠6番 7枠10番 南関東：2016/02/01～　23戦0勝（2着1回、3着2回）

ハピリン 調教師　山越光（浦和） クラデジャブー 調教師　藤原智行（浦和）

牝3歳 馬主　水田栄之助 牡6歳 馬主　倉見利弘 10R

栗毛 生年月日　2014年4月5日 黒鹿毛 生年月日　2011年4月12日 7枠10番

父　アサクサキングス 生産牧場　藤本友則 父　ファンタスティックライト 生産牧場　倉見牧場 ルージュロワイヤル 調教師　清水英克（JRA）

母　ギャラントユウリ（父　リンドシェーバー） 産地　日高町 母　クラダッチューノ（父　サクラダイオー） 産地　日高町 牝5歳 馬主　（有）ユートピア牧場

地方収得賞金　990,000円 地方収得賞金　5,997,000円 鹿毛 生年月日　2012年4月16日

北海道：2016/05/25～　14戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2013/05/08～　12戦1勝（2着3回、3着3回） 父　フレンチデピュティ 生産牧場　ユートピア牧場

南関東：2016/12/21～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2013/12/03～　59戦2勝（2着5回、3着5回） 母　クリムゾンルージュ（父　エンドスウィープ） 産地　登別市

6枠7番 地方収得賞金　11,470,000円

ブレーヴチェイサー 調教師　川村守男（浦和） 7R 北海道：2014/06/12～　12戦5勝（2着3回、3着0回）

牡3歳 馬主　（有）吉田牧場 5枠5番 JRA：2015/12/05～　7戦0勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2014年4月30日 アメリカンサンダー 調教師　稲葉道行（浦和） ◆2015　ヒダカソウカップ［門別］　1着

父　キングヘイロー 生産牧場　吉田牧場 牡7歳 馬主　佐藤照彦 ◆2015　道営スプリント［門別］　2着

母　プリティーメアー（父　ホリスキー） 産地　安平町 鹿毛 生年月日　2010年4月22日

地方収得賞金　980,000円 父　アメリカンボス 生産牧場　山野牧場 11R

北海道：2016/06/15～　9戦2勝（2着0回、3着1回） 母　キタサンキャンドル（父　Ｔｈｕｎｄｅｒ　Ｇｕｌｃｈ） 産地　新ひだか町 6枠6番

南関東：2016/12/20～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　11,872,000円 ラガッソ 調教師　渡邊貴光（船橋）

7枠9番 北海道：2012/05/16～　11戦3勝（2着1回、3着1回） 牡5歳 馬主　吉田照哉

カルターフント 調教師　薮口一麻（浦和） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2012年5月7日

牡3歳 馬主　（有）太盛 南関東：2013/02/04～　12戦1勝（2着0回、3着1回） 父　ゴールドアリュール 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム

青鹿毛 生年月日　2014年4月19日 北海道：2014/04/29～　12戦0勝（2着2回、3着4回） 母　ロマンシエール（父　アグネスデジタル） 産地　白老町

父　ブラックタキシード 生産牧場　樋渡光男 南関東：2014/11/19～　32戦2勝（2着2回、3着2回） 地方収得賞金　17,678,000円

母　ミッキーミッキー（父　サクライツトー） 産地　新冠町 5枠6番 北海道：2014/06/19～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　1,196,000円 ハーピスト 調教師　小林真治（浦和） 南関東：2014/12/04～　19戦7勝（2着3回、3着0回）

北海道：2016/06/08～　9戦1勝（2着0回、3着0回） 牡4歳 馬主　井上久光

岩手：2016/12/04～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2013年3月5日 12R

南関東：2017/01/17～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 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 1枠1番

母　ケルティックハープ（父　クロフネ） 産地　白老町 モリデンリオ 調教師　山越光（浦和） 

3R 地方収得賞金　2,079,000円 牡4歳 馬主　森田芳男

2枠2番 北海道：2015/07/16～　8戦0勝（2着0回、3着2回） 栗毛 生年月日　2013年4月25日

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） 父　キングヘイロー 生産牧場　森田芳男

牝3歳 馬主　早川正行 南関東：2016/02/10～　22戦0勝（2着1回、3着1回） 母　マグマヴィーナス（父　カコイーシーズ） 産地　新冠町

芦毛 生年月日　2014年3月22日 8枠12番 地方収得賞金　6,817,000円

父　ワイルドワンダー 生産牧場　静内フジカワ牧場 クラセイジョ 調教師　藤原智行（浦和） 北海道：2015/07/02～　6戦1勝（2着0回、3着1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 牝4歳 馬主　倉見利弘 南関東：2015/11/30～　25戦1勝（2着2回、3着6回）

地方収得賞金　1,431,000円 栗毛 生年月日　2013年4月30日 2枠2番

北海道：2016/07/13～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 父　サイレントディール 生産牧場　倉見牧場 ナイトフィーバー 調教師　田中康弘（大井） 

南関東：2016/11/24～　5戦0勝（2着1回、3着1回） 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 牝6歳 馬主　堂守貴志

8枠11番 地方収得賞金　2,071,000円 栗毛 生年月日　2011年2月21日

ワンダフルキングス 調教師　佐々木功（船橋） 北海道：2015/05/14～　13戦1勝（2着0回、3着0回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

牡3歳 馬主　（有）カネショウ 金沢：2015/12/13～　24戦4勝（2着2回、3着3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

鹿毛 生年月日　2014年5月15日 　うち他地区参戦：4戦2勝（2着0回、3着2回） 地方収得賞金　12,193,000円

父　アサクサキングス 生産牧場　城市公 南関東：2016/12/19～　5戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2013/08/22～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

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 南関東：2013/12/27～　36戦4勝（2着6回、3着6回）

地方収得賞金　1,643,000円 8R

北海道：2016/05/25～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 2枠2番 名古屋11R　第40回名古屋大賞典〔JpnⅢ〕

金沢：2016/09/18～　5戦1勝（2着0回、3着1回） ダンスアワード 調教師　伊藤滋規（船橋） 3枠3番

南関東：2017/01/10～　5戦0勝（2着1回、3着0回） 牝4歳 馬主　杉浦和也 トロヴァオ 調教師　荒山勝徳（大井）

鹿毛 生年月日　2013年3月20日 牡4歳 馬主　（有）キャロットファーム

4R 父　ブラックタイド 生産牧場　ユートピア牧場 栗毛 生年月日　2013年5月27日

8枠10番 母　アブソルートダンス（父　エンドスウィープ） 産地　登別市 父　カネヒキリ 生産牧場　ノーザンファーム

クラミネルヴァ 調教師　藤原智行（浦和） 地方収得賞金　2,275,000円 母　サワズソング（父　Ｃｏｘ’ｓ　Ｒｉｄｇｅ） 産地　安平町

牝5歳 馬主　倉見利弘 北海道：2015/07/29～　9戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　19,500,000円

鹿毛 生年月日　2012年3月23日 岩手：2015/12/14～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2015/07/02～　3戦1勝（2着2回、3着0回）

父　フサイチコンコルド 生産牧場　倉見牧場 南関東：2016/02/03～　23戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2015/10/14～　5戦2勝（2着1回、3着0回）

母　クラシャトル（父　ワカオライデン） 産地　日高町 8枠11番 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　2,707,000円 サンドクリッパー 調教師　川島正一（船橋） ◆2016　ダービーグランプリ[水沢]　1着　　◆2015　ハイセイコー記念[大井]　1着

北海道：2014/06/11～　11戦2勝（2着0回、3着1回） 牝4歳 馬主　（有）社台レースホース ◆2016　羽田盃[大井]　2着

南関東：2015/12/21～　18戦1勝（2着1回、3着3回） 栗毛 生年月日　2013年1月18日

8枠11番 父　ワイルドラッシュ 生産牧場　追分ファーム ●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
コードナンバー 調教師　薮口一麻（浦和） 母　ティークリッパー（父　トニービン） 産地　安平町 1R　⑦アラワシセーラ

牡9歳 馬主　藤江勢津男 地方収得賞金　2,249,000円 2R　①リードバッハ　③ユキナ

栗毛 生年月日　2008年5月11日 北海道：2015/06/18～　9戦0勝（2着1回、3着3回） 3R　①リュウワンラララ　②ルッセカッテル　⑥クロックマダム　⑨ソラニサクハナ

父　テレグノシス 生産牧場　シンユウフアーム 岩手：2015/11/28～　3戦0勝（2着1回、3着1回） 4R　①タラレバ　③アルディシア　⑤オペレッタスキー

母　セイカドミノ（父　パラダイスクリーク） 産地　新冠町 南関東：2016/05/05～　8戦1勝（2着1回、3着1回） 5R　①シナノサマー　②アパタイト　④カワナ　⑥ワンチャンス

地方収得賞金　10,869,000円 　　　⑦シハツレッシャ　⑧フライングサラ

北海道：2010/05/26～　12戦2勝（2着1回、3着1回） 6R　⑦スクリーンデビュー

南関東：2011/08/31～　74戦8勝（2着5回、3着8回） 9R　②レモンホープ　⑤スカイウォリアー

10R　④ワンダフルタイム

12R　⑤イシュタルサーガ

3/30（木） 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 １９  日
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