2/14(水) 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
1R
4枠4番

5R
3枠3番

ノットユーアゲイン

調教師 村田六郎（川崎）

クラデジャブー

牝3歳

馬主 田村章

牡7歳

鹿毛

生年月日 2015年4月24日

黒鹿毛

父 スズカマンボ

生産牧場 グランド牧場

母 ワイルドイマージュ（父 ワイルドラッシュ）

産地 新ひだか町

11R 第10回ユングフラウ賞（桜花賞トライアル）〔SⅡ〕
5枠5番
調教師 藤原智行（浦和）

グラヴィオーラ

馬主 倉見利弘

牝3歳

生年月日 2011年4月12日

栗毛

父 ファンタスティックライト

生産牧場 倉見牧場

父 サウスヴィグラス

生産牧場 ハクツ牧場

母 クラダッチューノ（父 サクラダイオー）

産地 日高町

母 カクテルラウンジ（父 タニノギムレット）

産地 新冠町

前走
２着

調教師 佐藤賢二（船橋）
馬主 村田紀次

前走
１着

生年月日 2015年3月4日

地方収得賞金 1,500,000円

地方収得賞金 8,298,000円

地方収得賞金 6,825,000円

北海道：2017/04/26～ 5戦1勝（2着1回、3着1回）

北海道：2013/05/08～ 12戦1勝（2着3回、3着3回）

北海道：2017/05/18～ 7戦2勝（2着2回、3着1回）

南関東：2017/09/06～ 8戦0勝（2着1回、3着1回）

南関東：2013/12/03～ 74戦4勝（2着6回、3着6回）

7枠10番

6枠7番

うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）
南関東：2017/12/31～ 1戦1勝（2着0回、3着0回）

シンキングスピーク

調教師 内田勝義（川崎）

エキシビジョン

牡3歳

馬主 佐藤雄司

牝6歳

黒鹿毛

生年月日 2015年4月28日

鹿毛

父 ロージズインメイ

生産牧場 浜口牧場

父 フサイチコンコルド

生産牧場 新生ファーム

リンノストーン

母 ボロブドゥール（父 ハイアーゲーム）

産地 新冠町

母 グレースペニー（父 アフリート）

産地 日高町

牝3歳

前走
１着

調教師 冨田敏男（浦和）

◆2017 東京2歳優駿牝馬［大井］ 1着

馬主 冨田藤男

◆2017 エーデルワイス賞［門別］ 2着

生年月日 2012年3月28日

5枠6番

◆2017 リリーC［門別］ 2着
調教師 阪本一栄（大井）

転入後
初出走

馬主 平井ひろみ

地方収得賞金 1,462,000円

地方収得賞金 4,607,000円

青鹿毛

北海道：2017/05/17～ 6戦1勝（2着1回、3着2回）

北海道：2014/04/23～ 6戦1勝（2着0回、3着2回）

父 スマートロビン

生産牧場 中村雅明

南関東：2017/09/06～ 2戦0勝（2着0回、3着0回）

金沢：2014/10/21～ 4戦1勝（2着1回、3着1回）

母 サンマルフェアー（父 アドマイヤドン）

産地 浦河町

南関東：2015/01/01～ 60戦1勝（2着4回、3着3回）

地方収得賞金 14,340,000円

2R
7枠9番

生年月日 2015年3月27日

北海道：2017/05/24～ 8戦3勝（2着0回、3着2回）

7R
6枠8番

ビービーレジーナ

調教師 武井和実（川崎）

牝3歳

馬主 （有）坂東牧場

トーイレッカー

黒鹿毛

生年月日 2015年5月13日

牡5歳

父 ビービーガルダン

生産牧場 賀張三浦牧場

栗毛

母 リーガルアミューズ（父 アグネスタキオン）

産地 日高町

うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）
◆2017 平和賞［船橋］ 1着
調教師 柘榴浩樹（浦和）

6枠7番

馬主 伊藤捷一

ストロングハート

生年月日 2013年5月8日

牝3歳

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

栗毛

地方収得賞金 2,275,000円

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

父 サウスヴィグラス

生産牧場 グランド牧場

北海道：2017/06/22～ 5戦1勝（2着0回、3着2回）

地方収得賞金 5,217,000円

母 ファーストレディ（父 スマートボーイ）

産地 新ひだか町

南関東：2017/12/12～ 3戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2015/06/24～ 2戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金 33,950,000円

7枠10番

金沢：2015/10/04～ 6戦1勝（2着2回、3着0回）

北海道：2017/07/19～ 6戦3勝（2着1回、3着1回）

ピコタン

調教師 工藤伸輔（浦和）

牝3歳

前走
１着

鹿毛
父 バンブーエール

前走
２着

南関東：2016/01/07～ 31戦1勝（2着3回、3着6回）

馬主 小林正和
生年月日 2015年4月11日
生産牧場 山田牧場

調教師 内田勝義（川崎）
馬主 （有）グランド牧場

前走
２着

生年月日 2015年5月22日

うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）
南関東：2017/12/31～ 1戦0勝（2着1回、3着0回）

8R
7枠10番

◆2017 エーデルワイス賞［門別］ 1着

◆2017 リリーC［門別］ 1着

◆2017 東京2歳優駿牝馬［大井］ 2着 ◆2017 フローラルC［門別］ 2着

母 マイネパトリシア（父 シルヴァーエンディング） 産地 浦河町

エイシングラニ

調教師 宇野木数徳（浦和）

◆2017 ローレル賞［川崎］ 3着

地方収得賞金 2,275,000円

牡4歳

馬主 新井裕雅

6枠8番

北海道：2017/07/26～ 5戦1勝（2着1回、3着1回）

芦毛

生年月日 2014年4月19日

クロスウィンド

南関東：2017/10/24～ 4戦1勝（2着0回、3着1回）

父 タニノギムレット

生産牧場 高野牧場

牝3歳

8枠12番

母 マシロンガール（父 Ｗｉｔｈ Ａｐｐｒｏｖａｌ）

産地 浦河町

鹿毛

調教師 水野貴史（浦和）

前走
２着

馬主 泉俊二
生年月日 2015年5月9日

エイシンレパード

調教師 藤原智行（浦和）

地方収得賞金 3,130,000円

父 ヴァーミリアン

生産牧場 大北牧場

牡3歳

馬主 平井宏承

北海道：2016/08/18～ 7戦1勝（2着0回、3着2回）

母 プリンシプルレディ（父 アグネスデジタル）

産地 浦河町

鹿毛

生年月日 2015年2月5日

兵庫：2016/12/22～ 11戦2勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金 5,890,000円

父 エーシンフォワード

生産牧場 栄進牧場

南関東：2017/09/14～ 7戦0勝（2着0回、3着1回）

北海道：2017/05/11～ 6戦2勝（2着1回、3着1回）

母 エイシントパーズ（父 アドマイヤムーン）

産地 浦河町

南関東：2017/12/18～ 2戦0勝（2着1回、3着0回）

北海道：2017/08/23～ 5戦1勝（2着1回、3着0回）

10R
2枠2番

南関東：2017/12/21～ 3戦1勝（2着0回、3着1回）

フレアリングスター

地方収得賞金 2,135,000円

うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

7枠9番

馬主 山口明彦

ヨシノファルコン

調教師 平山真希（浦和）

生年月日 2014年4月26日

牝3歳

馬主 中村吉隆

父 アドマイヤマックス

生産牧場 山口明彦

黒鹿毛

生年月日 2015年4月15日

産地 平取町

父 ビービーガルダン

生産牧場 若林順一
産地 日高町

牡4歳

3R
5枠5番

◆2017 ブロッサムカップ［門別］ 1着
調教師 藤原智行（浦和）

鹿毛

前走
３着

スターグルーヴ

調教師 冨田敏男（浦和）

母 フレアリングピュア（父 ブラックホーク）

牝4歳

馬主 冨田藤男

地方収得賞金 4,995,000円

母 ブリイジースズカ（父 Ｄａｎｚｉｇ）

鹿毛

生年月日 2014年4月24日

北海道：2016/06/08～ 13戦1勝（2着5回、3着1回）

地方収得賞金 6,218,000円

父 サムライハート

生産牧場 鎌田正嗣

南関東：2016/11/29～ 7戦0勝（2着1回、3着2回）

北海道：2017/05/10～ 7戦2勝（2着1回、3着0回）

母 ミルダイヤ（父 ヘクタープロテクター）

産地 浦河町

北海道：2017/04/18～ 15戦1勝（2着2回、3着2回）

うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金 1,772,000円

南関東：2017/12/21～ 3戦1勝（2着0回、3着1回）

佐賀：2017/11/18～ 3戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2016/05/24～ 7戦1勝（2着1回、3着0回）

3枠3番

◆2017 天山賞［佐賀］ 1着

金沢：2016/09/18～ 7戦2勝（2着1回、3着0回）

パドミニ

調教師 柘榴浩樹（浦和）

南関東：2016/01/26～ 2戦0勝（2着0回、3着0回）

牝4歳

馬主 飛渡敬二

ハタノサンドリヨン

笠松：2017/03/22～ 5戦0勝（2着0回、3着1回）

鹿毛

生年月日 2014年3月22日

牝3歳

南関東：2017/07/03～ 16戦0勝（2着0回、3着0回）

父 セイントアレックス

生産牧場 沖田哲夫

鹿毛

母 プリモエナジー（父 スマートボーイ）

産地 新ひだか町

父 ヨハネスブルグ

生産牧場 有限会社グッドラック・ファーム

地方収得賞金 4,601,000円

母 ハタノメドゥーサ（父 ダンスインザダーク）

産地 日高町

北海道：2016/05/25～ 6戦1勝（2着3回、3着0回）

地方収得賞金 9,880,000円

4R
7枠10番

8枠12番
調教師 小澤宏次（浦和）

前走
２着

馬主 畑末廣郎
生年月日 2015年3月9日

ミカドウェザリア

調教師 川村守男（浦和）

南関東：2016/12/21～ 5戦2勝（2着0回、3着0回）

北海道：2017/05/31～ 3戦1勝（2着0回、3着0回）

牝8歳

馬主 木村重和

北海道：2017/04/19～ 9戦3勝（2着3回、3着2回）

南関東：2017/08/23～ 4戦2勝（2着2回、3着0回）

栗毛

生年月日 2010年2月9日

南関東：2017/12/20～ 2戦0勝（2着0回、3着0回）

◆2017 ローレル賞［川崎］ 2着

父 ファンタスティックライト

生産牧場 有限会社グッドラック・ファーム

6枠7番

母 アシュカル（父 グランデラ）

産地 日高町

ソーディスイズラヴ

調教師 山崎裕也（川崎）

地方収得賞金 9,066,000円

牝4歳

馬主 古谷剛彦

北海道：2012/05/24～ 11戦1勝（2着0回、3着1回）

鹿毛

生年月日 2014年5月13日

ギンチャン

調教師 水野貴史（浦和）

南関東：2012/12/18～ 89戦5勝（2着4回、3着5回）

父 バトルプラン

生産牧場 高橋義浩

牝4歳

馬主 森田榮一

母 スイートランラン（父 フジキセキ）

産地 新ひだか町

鹿毛

生年月日 2014年5月30日

12R
1枠1番

●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 5,015,000円

父 パイロ

生産牧場 阿部栄乃進

2R
3R
4R
5R

北海道：2016/07/13～ 8戦1勝（2着3回、3着1回）

母 ギンマクノヨウセイ（父 グラスワンダー）

産地 厚真町

南関東：2016/12/28～ 5戦1勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金 7,400,000円

岩手：2017/05/14～ 6戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2016/07/20～ 6戦1勝（2着0回、3着0回）

④フライングサラ
⑨チェリーアメリカン
②クマリ
④クラリテディーオ ⑦テイルピース ⑧ゴールドパートナー
⑨プラチナクイン
6R ⑥キリキリマイヒメ ⑩ワンダフルキッス
7R ⑦エムティアポロン
8R ①カツゲキマドンナ
9R ①レッドエルム ⑥アベニンマルカート ⑩エンドラ
10R ⑩シハツレッシャ
11R ④ケントリュウコウ
12R ⑤サザンオールスター ⑥フリーゴーイング ⑧ゴールドトランプ

南関東：2017/12/13～ 3戦0勝（2着0回、3着0回）
◆2017 はまなす賞［岩手］ 1着

うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）
JRA：2017/01/22～ 5戦0勝（2着0回、3着0回）
南関東：2017/07/17～ 5戦4勝（2着0回、3着0回）

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
1R
2R
4R
5R
7R
8R
9R

④アントニー
③レディオドライブ ⑥ミナヅル ⑧ゴーウン
⑥リュウノデンゲキ ⑨カットニス
⑧アフターアワーズ
⑥ゴーリキ ⑩アベニンバード
④ヴィルダイヤ ⑤シグラップドゥース ⑨キール ⑩エイシンセドリック
⑫オトコギ

6枠8番

ジュンアイノキミ

調教師 柘榴浩樹（浦和）

牝4歳

馬主 田上豊

鹿毛

生年月日 2014年2月19日

父 セイントアレックス

生産牧場 タガミファーム

母 オボロヅキ（父 カリズマティック）

産地 新ひだか町

地方収得賞金 7,425,000円
北海道：2016/05/24～ 9戦2勝（2着1回、3着4回）
南関東：2016/12/31～ 3戦0勝（2着0回、3着1回）
北海道：2017/06/29～ 6戦0勝（2着0回、3着1回）
うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

浦和メインはユングフラウ賞！
門別デビュー馬も6頭出走です♪

南関東：2018/01/11～ 1戦0勝（2着0回、3着0回）
◆2016 ブロッサムC［門別］ 1着
◆2016 フローラルC［門別］ 2着

7枠10番

ダムールベルン

調教師 鈴木義久（川崎）

牝4歳

馬主 四本昭弘

鹿毛

生年月日 2014年5月27日

父 ヒルノダムール

生産牧場 磯野牧場

母 トウカイマイルド（父 トウカイテイオー）

産地 浦河町

地方収得賞金 7,325,000円
北海道：2016/06/15～ 10戦2勝（2着1回、3着1回）

グラヴィオーラ

ストロングハート

南関東：2016/12/16～ 21戦2勝（2着4回、3着0回）

