2/13(火) 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
1R
3枠3番

5R
1枠1番

9R
5枠5番

ピカリン

調教師 工藤伸輔（浦和）

ブレーヴチェイサー

調教師 川村守男（浦和）

ミュゼマリオネット

調教師 藤原智行（浦和）

牝4歳

馬主 篠原憲雄

牡4歳

馬主 （有）吉田牧場

牝5歳

馬主 グローバルサービス（株）

栗毛

生年月日 2014年3月24日

鹿毛

生年月日 2014年4月30日

栗毛

生年月日 2013年4月8日

父 キングヘイロー

生産牧場 森永聡

父 キングヘイロー

生産牧場 吉田牧場

父 ロージズインメイ

生産牧場 下河辺牧場

母 サイキョウヒカリ（父 フレンチデピュティ）

産地 新冠町

母 プリティーメアー（父 ホリスキー）

産地 安平町

母 ラッキーパートナー（父 Ｗｉｌｄ Ａｇａｉｎ）

産地 日高町

地方収得賞金 1,086,000円

地方収得賞金 3,471,000円

地方収得賞金 6,037,000円

北海道：2016/06/23～ 15戦1勝（2着2回、3着6回）

北海道：2016/06/15～ 9戦2勝（2着0回、3着1回）

北海道：2015/06/11～ 5戦1勝（2着2回、3着1回）

南関東：2017/11/22～ 4戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2016/12/20～ 3戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2015/12/08～ 3戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2017/04/19～ 12戦2勝（2着1回、3着2回）

北海道：2016/04/21～ 2戦0勝（2着1回、3着0回）

南関東：2017/12/18～ 3戦0勝（2着1回、3着0回）

南関東：2016/07/18～ 19戦3勝（2着2回、3着1回）

8枠12番

5枠6番

2R
2枠2番

アマリアローズ

調教師 牛房榮吉（浦和）

チェリーサターン

調教師 長谷川忍（浦和）

ヤマノミラクル

調教師 牛房榮吉（浦和）

牝6歳

馬主 荻田常人

牡8歳

馬主 宍戸廣司

牡7歳

馬主 小橋亮太

芦毛

生年月日 2012年3月25日

栗毛

生年月日 2010年4月11日

栗毛

生年月日 2011年1月29日

父 オンファイア

生産牧場 高柳隆男

父 スキャン

生産牧場 北俣牧夫

父 カンパニー

生産牧場 石郷岡雅樹

母 オードリーアン（父 クロフネ）

産地 日高町

母 ヤマカツジャスミン（父 フジキセキ）

産地 浦河町

母 ケイアイリード（父 フォーティナイナー）

産地 新冠町

地方収得賞金 2,582,000円

地方収得賞金 10,773,000円

北海道：2014/06/29～ 9戦1勝（2着1回、3着3回）

北海道：2012/05/17～ 6戦2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）

中央収得賞金 3,540,000円

うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金 14,058,000円
北海道：2013/05/03～ 11戦2勝（2着3回、3着4回）
南関東：2013/11/24～ 3戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2015/04/23～ 11戦0勝（2着0回、3着2回）

JRA：2012/10/13～ 12戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2014/04/23～ 23戦3勝（2着0回、3着0回）

南関東：2015/10/29～ 48戦1勝（2着0回、3着2回）

南関東：2013/12/13～ 62戦1勝（2着7回、3着11回）

金沢：2015/12/01～ 46戦5勝（2着4回、3着4回）

3R
4枠4番

6R
6枠8番

南関東：2018/01/29～ 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1回、3着1回）
◆2014 北海優駿［門別］ 1着

ツガノサツキ

調教師 山越光（浦和）

ハルティア

調教師 森下淳平（大井）

牝7歳

馬主 小澤偉男

牝3歳

馬主 伊達泰明

鹿毛

生年月日 2011年4月19日

芦毛

生年月日 2015年4月24日

父 クロフネ

生産牧場 中田英樹

10R
7枠9番

父 フィガロ

生産牧場 サンシャイン牧場

オヤジノハナミチ

調教師 平山真希（浦和）

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 デラセーラ（父 Ｍａｒｉａ’ｓ Ｍｏｎ）

産地 日高町

牝4歳

馬主 村田愼哉

地方収得賞金 6,831,000円

地方収得賞金 4,325,000円

鹿毛

生年月日 2014年4月18日

北海道：2013/08/07～ 17戦1勝（2着0回、3着4回）

北海道：2017/05/24～ 7戦1勝（2着3回、3着1回）

父 パイロ

生産牧場 荒木貴宏

南関東：2014/10/09～ 55戦4勝（2着7回、3着4回）

南関東：2017/10/06～ 3戦1勝（2着1回、3着0回）

母 ペスカトリーチェ（父 ラストタイクーン）

産地 新ひだか町

6枠7番

地方収得賞金 4,442,000円

イリマレイ

調教師 宇野木博徳（浦和）

牝7歳

馬主 新井裕雅

7R
8枠10番

鹿毛

生年月日 2011年4月21日

キールアイス

調教師 薮口一麻（浦和）

JRA：2017/06/24～ 2戦0勝（2着0回、3着0回）

父 タイキシャトル

生産牧場 川上牧場

牝5歳

馬主 （有）太盛

南関東：2017/11/22～ 5戦0勝（2着0回、3着1回）

母 ラピーナラピド（父 ダンシングブレーヴ）

産地 新冠町

黒鹿毛

生年月日 2013年4月28日

8枠11番

地方収得賞金 7,178,000円

父 サイレントディール

生産牧場 中央牧場

ジロチョー

調教師 小林真治（浦和）

北海道：2013/06/26～ 5戦2勝（2着0回、3着0回）

母 シンセイコンコルド（父 フサイチコンコルド）

産地 新冠町

牡4歳

馬主 清川孝徳

南関東：2014/01/03～ 49戦5勝（2着4回、3着4回）

地方収得賞金 3,863,000円

芦毛

生年月日 2014年3月16日

8枠12番

北海道：2015/08/26～ 5戦1勝（2着1回、3着1回）

父 タイムパラドックス

生産牧場 新生ファーム

南関東：2015/12/02～ 21戦1勝（2着2回、3着0回）

母 エムワイスカレット（父 フレンチデピュティ）

産地 日高町

ノーリグレット

調教師 鈴木勝文（浦和）

牡7歳

馬主 三浦捷之

栗毛

生年月日 2011年2月16日

父 アッミラーレ

生産牧場 大北牧場

8R
1枠1番

母 エフワンサンダー（父 サンダーガルチ）

産地 浦河町

コスモウーノ

北海道：2016/07/21～ 3戦1勝（2着0回、3着0回）
南関東：2016/10/31～ 4戦1勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金 4,420,000円
北海道：2016/07/13～ 9戦1勝（2着3回、3着2回）
南関東：2016/12/30～ 18戦2勝（2着0回、3着1回）
調教師 小久保智（浦和）
転入後
初出走

牝3歳

北海道：2013/06/18～ 5戦1勝（2着2回、3着2回）

栗毛

南関東：2013/10/08～ 51戦2勝（2着1回、3着4回）

父 カネヒキリ

生産牧場 ビッグレッドファーム

オーバークロック

母 コスモジャイロ（父 Ｍａｃｈｏ Ｕｎｏ）

産地 新冠町

セン7歳

4R
4枠4番

馬主 （有）ビッグレッドファーム

11R
4枠4番

地方収得賞金 5,572,000円

生年月日 2015年4月6日

調教師 佐藤裕太（船橋）
前走
１着

馬主 吉田照哉

地方収得賞金 5,250,000円

栗毛

北海道：2017/07/06～ 5戦2勝（2着0回、3着0回）

父 ゴールドアリュール

生産牧場 社台ファーム

母 マサノミネルバ（父 ラムタラ）

産地 千歳市

カゲカツ

調教師 長谷川忍（浦和）

5枠6番

牡4歳

馬主 萩澤俊雄

アンジュキッス

栗毛

生年月日 2014年4月3日

牝3歳

父 ロードアルティマ

生産牧場 藤春修二

鹿毛

前走
１着

生年月日 2011年2月14日

調教師 小久保智（浦和）

地方収得賞金 21,908,000円

馬主 竹下浩一

北海道：2013/05/08～ 3戦1勝（2着0回、3着0回）

生年月日 2015年1月29日

南関東：2013/12/02～ 30戦12勝（2着5回、3着1回）

母 エメラルドコースト（父 ダンスインザダーク） 産地 浦河町

父 サウスヴィグラス

生産牧場 ハクツ牧場

地方収得賞金 2,948,000円

母 ディープキッス（父 アグネスタキオン）

産地 新冠町

北海道：2016/05/04～ 6戦1勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金 4,950,000円

12R
5枠6番

北海道：2017/08/17～ 5戦1勝（2着1回、3着1回）

ジャンプショット

調教師 薮口一麻（浦和）

兵庫：2016/12/22～ 2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/01/09～ 2戦2勝（2着0回、3着0回）

牡5歳

馬主 藤江勢津男

北海道：2017/06/21～ 7戦1勝（2着3回、3着1回）

7枠9番

黒鹿毛

生年月日 2013年4月6日

南関東：2017/11/24～ 4戦0勝（2着2回、3着0回）

ガーネットノーム

調教師 伊藤滋規（船橋）

父 ブラックタキシード

生産牧場 佐藤静子

6枠8番

牝3歳

馬主 （有）木村牧場

母 フジアンジュ（父 マヤノトップガン）

産地 新冠町

生年月日 2015年4月6日

地方収得賞金 8,966,000円

うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

前走
２着

ビューティ

調教師 冨田敏男（浦和）

鹿毛

牡5歳

馬主 冨田藤男

父 ヴァーミリアン

生産牧場 木村牧場

北海道：2015/08/05～ 6戦2勝（2着1回、3着2回）

鹿毛

生年月日 2013年3月14日

母 サウスサプライズ（父 サウスヴィグラス）

産地 日高町

南関東：2015/11/30～ 39戦2勝（2着1回、3着5回）

父 スターリングローズ

生産牧場 新生ファーム

地方収得賞金 4,540,000円

母 ゴーゴースズカ（父 フォーティナイナー）

産地 日高町

北海道：2017/05/23～ 6戦1勝（2着2回、3着1回）

●園田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 5,093,000円

南関東：2017/10/26～ 3戦1勝（2着1回、3着0回）

北海道：2017/05/27～ 1戦0勝（2着0回、3着0回）

7枠10番

1R
3R
4R
6R

金沢：2015/06/28～ 8戦4勝（2着3回、3着1回）

ハングリーハート

調教師 出川克己（船橋）

兵庫：2015/12/24～ 8戦2勝（2着2回、3着1回）

牡3歳

馬主 吉田照哉

笠松：2016/04/38～ 3戦0勝（2着0回、3着0回）

栗毛

生年月日 2015年5月2日

南関東：2016/07/14～ 7戦0勝（2着0回、3着0回）

父 アッミラーレ

生産牧場 社台ファーム

北海道：2017/05/04～ 5戦0勝（2着0回、3着0回）

母 ハートサムデイ（父 ティンバーカントリー）

産地 千歳市

南関東：2017/09/07～ 2戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金 3,720,000円

◆2015 金沢ヤングチャンピオン［金沢］ 2着

北海道：2017/05/24～ 4戦1勝（2着1回、3着0回）

◆2015 兼六園ジュニアカップ［金沢］ 3着

南関東：2017/10/24～ 4戦1勝（2着2回、3着0回）

①スイートジェル ④ホワイトスパロウ ⑧チビッコミーチャン
②チャッチャパッパ
②アイファーグリーン ⑧ロザリー
②アップバング ④スタークニナガ ⑤メイクアラッシュ
⑥エムティストロフィ ⑦ショコラパフェ
8R ①フォーユアラヴ ④キョショウ ⑦チョウコイコイ
⑨リッコドンナ
9R ③ブリリアントアリス ⑦ラブミーファルコン ⑫ルックフォワード
10R ⑥スリーピーアイ ⑪イケノパシスタ
11R ⑤サカベンツヨシ

8枠11番

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！

オールパスレル

調教師 平山真希（浦和）

1R ①ワザアリイッポン ③コパノマックレーン ⑤ガンバレアナコンダ
⑥アパタイト
3R ③ラジェム ⑥アメチスタ
4R ⑨ハイアビリティー ⑪ティーガー
6R ②ラブリン
7R ⑤オータムスカイ ⑨リュウワンマミサン
9R ③リバーサクセス ⑤マッテマシタ ⑨カツゲキジャパン
⑩ライトセイラ
10R ⑤クルセイズスピリツ ⑨ディーズボーラー
11R ④レモンホープ

牝3歳

馬主 （有）キャロットファーム

黒鹿毛

生年月日 2015年4月12日

父 ゴールドヘイロー

生産牧場 トウショウ産業株式会社トウショウ牧場

母 ブリッジトウショウ（父 アグネスワールド）

産地 新ひだか町

地方収得賞金 4,875,000円
北海道：2017/08/09～ 2戦1勝（2着1回、3着0回）
南関東：2017/11/08～ 4戦1勝（2着0回、3着0回）

応援よろしくね♪

