2/15(木) 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
1R
1枠1番

4R
4枠4番

9R
1枠1番

クラコンボイ

調教師 藤原智行（浦和）

ドリームディバ

牡3歳

馬主 倉見利弘

牝8歳

調教師 野口孝（浦和）

ノースホタル

調教師 長谷川忍（浦和）

馬主 石川邦明

牝4歳

鹿毛

生年月日 2015年2月18日

鹿毛

馬主 早川正行

生年月日 2010年1月23日

芦毛

父 アッミラーレ

生産牧場 倉見牧場

生年月日 2014年3月22日

父 トワイニング

生産牧場 丸幸小林牧場

父 ワイルドワンダー

母 クラローザ（父 ホリスキー）

産地 日高町

生産牧場 静内フジカワ牧場

母 マリンパンサー（父 ティンバーカントリー）

産地 浦河町

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

前走
３着

地方収得賞金 1,160,000円

地方収得賞金 10,962,000円

地方収得賞金 2,614,000円

北海道：2017/06/29～ 10戦1勝（2着0回、3着1回）

北海道：2012/06/13～ 11戦2勝（2着1回、3着1回）

北海道：2016/07/13～ 4戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2017/12/21～ 3戦0勝（2着1回、3着0回）

南関東：2012/12/25～ 54戦7勝（2着6回、3着13回）

南関東：2016/11/24～ 6戦0勝（2着2回、3着1回）

6枠7番

5枠6番

北海道：2017/06/01～ 5戦2勝（2着0回、3着1回）

ツキノレガーロ

調教師 川村守男（浦和）

デニール

調教師 柘榴浩樹（浦和）

南関東：2017/11/21～ 4戦0勝（2着1回、3着0回）

牡3歳

馬主 （有）吉田牧場

牝5歳

馬主 （株）心頼ＬｏｏＰ

5枠5番

鹿毛

生年月日 2015年5月15日

鹿毛

生年月日 2013年4月29日

エブリモーニング

調教師 飯田幸雄（川崎）

父 アドマイヤマックス

生産牧場 吉田牧場

父 アドマイヤオーラ

生産牧場 藤本牧場

牝4歳

馬主 大黒富美子

母 プリティーメアー（父 ホリスキー）

産地 安平町

母 ラベルフィーユ（父 アグネスデジタル）

産地 新ひだか町

栗毛

生年月日 2014年3月7日

地方収得賞金 945,000円

地方収得賞金 2,816,000円

父 サウスヴィグラス

生産牧場 グランド牧場

北海道：2017/06/28～ 10戦1勝（2着0回、3着1回）

北海道：2015/04/29～ 8戦1勝（2着3回、3着0回）

母 プリモカラーズ（父 アグネスタキオン）

産地 新ひだか町

南関東：2016/01/02～ 24戦1勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金 2,570,000円

うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）
南関東：2018/01/12～ 3戦0勝（2着1回、3着0回）

8枠11番

北海道：2016/04/20～ 8戦1勝（2着3回、3着1回）

調教師 水野貴史（浦和）

6R
2枠2番

馬主 泉俊二

ダンストンラソ

調教師 野口孝（浦和）

岩手：2017/07/08～ 12戦1勝（2着0回、3着3回）

生年月日 2015年4月30日

牝3歳

馬主 伊藤治子

南関東：2018/01/01～ 3戦0勝（2着0回、3着0回）

父 トーセンホマレボシ

生産牧場 大川牧場

青鹿毛

生年月日 2015年4月6日

7枠9番

母 シズパンチ（父 タップダンスシチー）

産地 厚真町

父 ロードアルティマ

生産牧場 原フアーム

カネマサパートナー

調教師 宇野木博徳（浦和）

地方収得賞金 1,050,000円

母 レークサイドカフェ（父 マンハッタンカフェ）

産地 新ひだか町

牡7歳

馬主 グローバルサービス（株）

北海道：2017/05/11～ 12戦1勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金 2,910,000円

鹿毛

生年月日 2011年5月31日

8枠12番

北海道：2017/06/22～ 8戦2勝（2着2回、3着1回）

父 サクラプレジデント

生産牧場 川上悦夫
産地 新冠町

ハードパンチャー
転入後
初出走

牡3歳
鹿毛

岩手：2016/10/01～ 6戦0勝（2着1回、3着1回）
南関東：2017/01/01～ 7戦0勝（2着1回、3着1回）

ホリノフェイス

調教師 内野健二（浦和）

南関東：2017/11/22～ 4戦1勝（2着0回、3着0回）

母 ラブリイパートナー（父 Ｄａｒｓｈａａｎ）

牡3歳

馬主 村山哲生

8枠12番

地方収得賞金 12,478,000円

鹿毛

生年月日 2015年4月3日

グローリアスマリン

父 パイロ

生産牧場 株式会社カネツ牧場

牝3歳

母 クイーンブルー（父 アドマイヤベガ）

産地 日高町

黒鹿毛

前走
３着

調教師 高月賢一（川崎）

北海道：2013/07/30～ 6戦2勝（2着1回、3着2回）

馬主 日下部勝徳

南関東：2013/12/30～ 69戦7勝（2着6回、3着3回）

生年月日 2015年4月17日

10R
3枠3番

地方収得賞金 883,000円

父 フリオーソ

生産牧場 有限会社大作ステーブル

北海道：2017/05/18～ 8戦0勝（2着1回、3着3回）

母 ルーマードダイヤ（父 シーキングザダイヤ）

産地 新冠町

金沢：2017/10/15～ 5戦1勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金 3,190,000円

サンダースプリング

調教師 水野貴史（浦和）

南関東：2018/01/10～ 2戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2017/06/08～ 8戦1勝（2着3回、3着0回）

牡4歳

馬主 泉俊二

南関東：2017/12/11～ 3戦1勝（2着1回、3着0回）

鹿毛

生年月日 2014年4月21日

父 トワイニング

生産牧場 大川牧場

母 キープザチェンジ（父 アサティス）

産地 厚真町

2R
8枠9番

7R
6枠6番

グレースジョイ

調教師 小林真治（浦和）

牝4歳

馬主 佐藤正晴

トリプルアロー

調教師 鹿沼良和（浦和）

北海道：2016/05/03～ 9戦1勝（2着2回、3着3回）

青鹿毛

生年月日 2014年3月8日

牡5歳

馬主 中澤加那子

南関東：2016/10/18～ 21戦5勝（2着1回、3着1回）

父 リーチザクラウン

生産牧場 中地義次

栗毛

生年月日 2013年5月23日

母 テンザンジョイ（父 マイネルラヴ）

産地 新冠町

地方収得賞金 8,829,000円

11R
1枠1番

父 アンライバルド

生産牧場 木村牧場

地方収得賞金 553,000円

母 マザーロード（父 フォーティナイナー）

産地 日高町

北海道：2016/05/04～ 15戦1勝（2着3回、3着4回）

地方収得賞金 5,667,000円

モリデンリオ

調教師 山越光（浦和）

南関東：2017/11/22～ 3戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2015/05/28～ 13戦1勝（2着3回、3着0回）

牡5歳

馬主 森田芳男

南関東：2016/02/03～ 30戦2勝（2着3回、3着0回）

栗毛

生年月日 2013年4月25日

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！

父 キングヘイロー

生産牧場 森田芳男

1R ①カンタベリーハート ②オーラリー
2R ②サンミゲル ③コホウノウグイス ④オーゴンアレッタ
⑤フルムーンショウリ ⑧スーダングラス
3R ⑥クロックマダム ⑩マイファンファーレ
6R ④クールベ ⑨オペレッタスキー
7R ⑤スーパーラッド
9R ⑥タラレバ
12R ⑦アプリーレ ⑨ディーエスアレーナ

母 マグマヴィーナス（父 カコイーシーズ）

産地 新冠町

地方収得賞金 22,526,000円
北海道：2015/07/02～ 6戦1勝（2着0回、3着1回）
南関東：2015/11/30～ 36戦5勝（2着4回、3着6回）

ホッカイドウ競馬でデビューした
競走馬たちを応援してね♪

5枠5番

バンドオンザラン

調教師 内田勝義（川崎）

牡4歳

馬主 （有）グランド牧場

鹿毛

生年月日 2014年3月5日

父 スズカコーズウェイ

生産牧場 グランド牧場

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！

母 セクシーシューズ（父 パラダイスクリーク）

産地 新ひだか町

1R
2R
6R
9R

地方収得賞金 9,895,000円

⑤サンデーアゲイン
⑦マーキーシャトル ⑧ジュメーリイ
④ハザードマップ
⑥ビジネスチャンス ⑦フジノオオワシ ⑪ダイヤファントム

北海道：2016/04/20～ 8戦3勝（2着1回、3着0回）
うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）
南関東：2017/01/18～ 8戦1勝（2着0回、3着0回）
◆2017 優駿スプリント［大井］ 1着
◆2016 イノセントC［門別］ 1着

◆2016 栄冠賞［門別］ 1着

◎２月のダートグレード競走
・2/18(日) 東京競馬場 第35回フェブラリーS〔GⅠ〕
4歳以上 ダート1,600ｍ
・2/28(水) 川崎競馬場 第64回エンプレス杯〔JpnⅡ〕
4歳以上牝馬 ダート2,100ｍ

12R
3枠3番

タッチライフ

調教師 岡田一男（浦和）

牝4歳

馬主 門別正

芦毛

生年月日 2014年4月20日

父 アッミラーレ

生産牧場 門別正

母 チャーミングタンゴ（父 アフリート）

産地 日高町

地方収得賞金 5,684,000円
北海道：2016/05/04～ 9戦2勝（2着0回、3着3回）
南関東：2016/12/20～ 21戦1勝（2着3回、3着3回）

