
1R 7R 11R　第56回ゴールドカップ〔SⅡ〕

5枠5番 1枠1番 2枠2番

クラミネルヴァ 調教師　藤原智行（浦和） マスオ 調教師　野口孝（浦和） バンドオンザラン 調教師　内田勝義（川崎）

牝6歳 馬主　倉見利弘 牡5歳 馬主　宇田昌隆 牡4歳 馬主　（有）グランド牧場

鹿毛 生年月日　2012年3月23日 栗毛 生年月日　2013年5月17日 鹿毛 生年月日　2014年3月5日

父　フサイチコンコルド 生産牧場　倉見牧場 父ディープスカイ 生産牧場　谷川牧場 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場

母　クラシャトル（父　ワカオライデン） 産地　日高町 母　マスカラーダ（父　スピニングワールド） 産地　浦河町 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

地方収得賞金　5,523,000円 地方収得賞金　6,201,000円 地方収得賞金　46,025,000円

北海道：2014/06/11～　11戦2勝（2着0回、3着1回） 北海道：2015/07/15～　8戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2016/04/20～　8戦3勝（2着1回、3着0回）

南関東：2015/12/21～　51戦2勝（2着6回、3着4回） 南関東：2015/12/02～　53戦2勝（2着2回、3着4回） 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

7枠9番 4枠4番 南関東：2017/01/18～　16戦3勝（2着0回、3着2回）

アマリアローズ 調教師　牛房榮吉（浦和） ピカリン 調教師　工藤伸輔（浦和） ◆2017　優駿スプリント［大井］　1着

牝6歳 馬主　荻田常人 牝4歳 馬主　篠原憲雄 ◆2016　イノセントC［門別］　1着　　◆2016　栄冠賞［門別］　1着

芦毛 生年月日　2012年3月25日 栗毛 生年月日　2014年3月24日 ◆2018　デイリー文月杯［川崎］　1着

父　オンファイア 生産牧場　高柳隆男 父　キングヘイロー 生産牧場　森永聡 ◆2018　 '18スパーキングナイトチャレンジ［川崎］　3着

母　オードリーアン（父　クロフネ） 産地　日高町 母　サイキョウヒカリ（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町 3枠3番

地方収得賞金　2,822,000円 地方収得賞金　3,971,000円 クルセイズスピリツ 調教師　荒井朋弘（大井）

北海道：2014/06/29～　9戦1勝（2着1回、3着3回） 北海道：2016/06/23～　15戦1勝（2着2回、3着6回） 牡3歳 馬主　谷謙介

名古屋：2014/09/17～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/11/22～　19戦2勝（2着0回、3着3回） 栗毛 生年月日　2015年4月14日

北海道：2015/04/23～　11戦0勝（2着0回、3着2回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　野坂牧場

南関東：2015/10/29～　67戦1勝（2着0回、3着2回） 8R 母　クルセイズ（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町

8枠11番 3枠3番 地方収得賞金　34,470,000円

ペーンイエンテ 調教師　海馬澤司（浦和） セブンスコード 調教師　川島豊（浦和） 北海道：2017/05/17～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

牝6歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 牡3歳 馬主　（株）ファーストビジョン 愛知：2017/09/21～　13戦6勝（2着3回、3着0回）

栗毛 生年月日　2012年3月29日 鹿毛 生年月日　2015年4月23日 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

父　チーフベアハート 生産牧場　田上稔 父　ストロングリターン 生産牧場　三宅牧場 南関東：2018/06/07～　4戦1勝（2着1回、3着1回）

母　ジョウテンセレブ（父　アジュディケーティング） 産地　新ひだか町 母　ミッキーマドラー（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町 ◆2018　優駿スプリント［大井］　1着

地方収得賞金　5,634,000円 地方収得賞金　4,377,000円 ◆2018　習志野きらっとスプリント［船橋］　2着　　◆2018　ぎふ清流C［笠松］　2着

北海道：2014/05/28～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/08/30～　6戦0勝（2着1回、3着2回） 5枠6番

岩手：2014/10/20～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/12/12～　18戦3勝（2着2回、3着0回） キャンドルグラス 調教師　川島正一（船橋）

金沢：2014/12/15～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 5枠5番 牡4歳 馬主　吉田照哉

愛知：2015/03/26～　3戦0勝（2着0回、3着0回） ビューティ 調教師　冨田敏男（浦和） 栗毛 生年月日　2014年5月7日

金沢：20015/05/12～　7戦2勝（2着2回、3着0回） 牡5歳 馬主　冨田藤男 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム

南関東：2015/10/29～　28戦2勝（2着8回、3着3回） 鹿毛 生年月日　2013年3月14日 母　ブローザキャンドル（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市

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　48,450,000円

2R 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：2016/06/08～　6戦2勝（2着0回、3着1回）

6枠6番 地方収得賞金　7,373,000円 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

ヴァローダムーン 調教師　宇野木数徳（浦和） 北海道：2017/05/27～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2016/12/14～　14戦6勝（2着0回、3着3回）

牝7歳 馬主　岡本育枝 金沢：2015/06/28～　8戦4勝（2着3回、3着1回） ◆2018　'18ウインタースプリント［大井］　1着

栗毛 生年月日　2011年3月29日 兵庫：2015/12/24～　8戦2勝（2着2回、3着1回） ◆2018　アフター5スター賞［大井］　3着

父　ジャイアントレッカー 生産牧場　厚賀古川牧場 笠松：2016/04/38～　3戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2017　羽田盃[大井]　3着　　◆2017　ブルーバードカップ[船橋]　3着

母　サンエムバラード（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 南関東：2016/07/14～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 6枠7番

地方収得賞金　9,609,000円 北海道：2017/05/04～　5戦0勝（2着0回、3着0回） ソッサスブレイ 調教師　山本学（船橋）

北海道：2013/05/03～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/09/07～　18戦0勝（2着4回、3着2回） 牡4歳 馬主　手嶋康雄

兵庫：2013/08/30～　16戦2勝（2着3回、3着4回） ◆2015　金沢ヤングチャンピオン［金沢］　2着 栗毛 生年月日　2014年4月17日

南関東：2014/08/13～　79戦4勝（2着5回、3着10回） ◆2015　兼六園ジュニアカップ［金沢］　3着 父　コンデュイット 生産牧場　コスモヴューファーム

母　ベリーフ（父　スペシャルウィーク） 産地　新冠町

3R 10R 地方収得賞金　41,305,000円

5枠6番 1枠1番 北海道：2016/05/04～　11戦2勝（2着3回、3着1回）

シュヴァノーティ 調教師　川島豊（浦和） リボース 調教師　柘榴浩樹（浦和） 南関東：2016/12/05～　20戦4勝（2着3回、3着2回）

牡3歳 馬主　（株）ファーストビジョン 牝3歳 馬主　小野美子 ◆2017　東京湾カップ［船橋］　1着

鹿毛 生年月日　2015年3月2日 鹿毛 生年月日　2015年5月7日 ◆2017　黒潮盃［大井］　3着

父　モンテロッソ 生産牧場　槇本牧場 父　グラスワンダー 生産牧場　見上牧場 6枠8番

母　シュヴァルツ（父　ディアブロ） 産地　日高町 母　メジャービクトリー（父　ヘクタープロテクター） 産地　新ひだか町 トロヴァオ 調教師　荒山勝徳（大井）

地方収得賞金　1,475,000円 地方収得賞金　4,097,000円 牡5歳 馬主　（有）キャロットファーム

北海道：2017/07/20～　8戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2017/06/15～　9戦1勝（2着1回、3着1回） 栗毛 生年月日　2013年5月27日

南関東：2017/11/22～　21戦0勝（2着0回、3着1回） 笠松：2017/12/06～　7戦1勝（2着2回、3着0回） 父　カネヒキリ 生産牧場　ノーザンファーム

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　サワズソング（父　Ｃｏｘ’ｓ　Ｒｉｄｇｅ） 産地　安平町

4R 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　73,100,000円

2枠2番 北海道：2018/05/30～　11戦1勝（2着2回、3着3回） 北海道：2015/07/02～　3戦1勝（2着2回、3着0回）

ビービージェンマ 調教師　稲益貴弘（船橋） ◆2017　ライデンリーダー記念［笠松］　2着 南関東：2015/10/14～　16戦3勝（2着2回、3着2回）

牝2歳 馬主　（有）坂東牧場 5枠6番 　うち他地区参戦：2戦1勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2016年2月18日 ラブフューチャー 調教師　吉田正美（浦和） ◆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

父　ビービーガルダン 生産牧場　坂東牧場 牝8歳 馬主　江馬由将 ◆2017　'17ムーンライトC［大井］　1着

母　タガタメ（父　ディアブロ） 産地　平取町 栗毛 生年月日　2010年4月21日 ◆2017　川崎マイラーズ［川崎］　2着　　◆2016　羽田盃[大井]　2着

地方収得賞金　2,580,000円 父　ダイワメジャー 生産牧場　辻牧場 ◆2018　報知オールスターC［川崎］　3着　　◆2018　マイルグランプリ［大井］　3着

北海道：2018/07/19～　5戦1勝（2着3回、3着0回） 母　バイオレットスズカ（父　Ｓｅｐｔｉｅｍｅ　Ｃｉｅｌ 産地　浦河町 8枠11番

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　15,469,000円 コンドルダンス 調教師　齊藤敏（船橋）

南関東：2018/12/11～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2012/05/04～　5戦2勝（2着0回、3着0回） 牡6歳 馬主　市川智

4枠4番 南関東：2012/10/03～　48戦9勝（2着7回、3着5回） 青鹿毛 生年月日　2012年4月5日

アイアス 調教師　小澤宏次（浦和） 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　川上悦夫

セン2歳 馬主　畑末廣郎 ●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手 母　ラードロチェキラ（父　キングヘイロー） 産地　新冠町

栗毛 生年月日　2016年4月24日 浦和1R　⑧ダテノグロリアス 地方収得賞金　58,518,000円

父　カネヒキリ 生産牧場　有限会社グッドラック・ファーム 　　　3R　③ノッテステラータ 北海道：2014/05/15～　5戦2勝（2着1回、3着0回）

母　アイルゴーバック（父　アッミラーレ） 産地　日高町 　　　5R　⑪ロジピエナ 南関東：2014/09/25～　39戦5勝（2着7回、3着5回）

地方収得賞金　4,450,000円 　　　7R　④ピカリン ◆2016　フリオーソレジェンドカップ［船橋］　1着

北海道：2018/06/06～　8戦1勝（2着4回、3着2回） 　　　8R　⑥エリーヒストリー ◆2017　サンタアニタトロフィー［大井］　2着　　◆2016　'16スターライトカップ［大井］　2着

南関東：2018/11/15～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 　　　9R　④ティラール ◆2016　マイルグランプリ［大井］　2着　　◆2014　平和賞［船橋］　2着

　　10R　⑧リーディングエアー ◆2017　京成盃グランドマイラーズ［船橋］　3着

●名古屋・金沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 　　12R　⑫ソングオブファイア ◆2015　'15雲取賞［大井］　3着　　◆2015　優駿スプリント［大井］　3着

名古屋2R　⑥リコートルーパー 8枠12番

　　　　3R　⑧ガンバレアナコンダ　⑨ボンヤリ ●本日の騎乗予定　宮崎 光行騎手 モリデンリオ 調教師　山越光（浦和） 

　　　　4R　⑧サウスコンサート 名古屋11R　②ハッピースプリント 牡5歳 馬主　森田芳男

　　　　5R　②シグラップドゥース 栗毛 生年月日　2013年4月25日

　　　10R　⑨ゴールドパートナー ●本日の騎乗予定　松井 伸也騎手 父　キングヘイロー 生産牧場　森田芳男

　　　12R　②プラチナクイン　④エイシンスリーエス 佐賀1R　⑫ニパイドゥ 母　マグマヴィーナス（父　カコイーシーズ） 産地　新冠町

金沢2R　⑫アニマンド 　　　2R　②ピョル 地方収得賞金　26,296,000円

　　　7R　⑨シュシュ 　　　3R　⑨コスタミノル 北海道：2015/07/02～　6戦1勝（2着0回、3着1回）

　　　8R　⑦マジョリティー 　　　4R　⑦ブラウンモッソ 南関東：2015/11/30～　51戦5勝（2着5回、3着7回）

　　　9R　⑤ユメヲノセテ 　　　5R　③ヌンクウボ

　　10R　②ディターミネイト　③ブレインハート 　　　6R　⑦メモリークイーン 12R

　　11R　①アートオブダムール 　　　8R　①ニシノムソウ 8枠11番

　　10R　⑧キャロット コスモグラブ 調教師　吉田正美（浦和） 

名古屋11R　第18回名古屋グランプリ〔JpnⅡ〕 　　12R　⑪コパノチャンス 牝4歳 馬主　富田藤男

2枠2番 ※門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所では佐賀競馬の発売はありません。 栗毛 生年月日　2014年5月22日

ハッピースプリント 調教師　田中淳司（北海道） 父　タイムパラドックス 生産牧場　滝本健二

牡7歳 馬主　（有）辻牧場 母　ミスマーマレード（父　ダンスインザダーク） 産地　日高町

鹿毛 生年月日　2011年3月6日 地方収得賞金　9,659,000円

父　アッミラーレ 生産牧場　辻牧場 北海道：2016/06/09～　10戦1勝（2着3回、3着3回）

母　マーゴーン（父　Ｄａｙｊｕｒ） 産地　浦河町 南関東：2016/12/08～　33戦2勝（2着5回、3着2回）

地方収得賞金　260,200,000円　　中央収得賞金　4,500,000円

北海道：2013/05/15～　7戦5勝（2着0回、3着0回）

　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：21戦4勝（2着1回、3着3回）

　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2018/08/29～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

◆2013　全日本2歳優駿［川崎］　1着　　◆2015　浦和記念［浦和］　1着

◆2014　東京ダービー［大井］　1着　　

◆2014　京浜盃［大井］　1着　　◆2014　羽田盃［大井］　1着

◆2013　サンライズC［門別］　1着　　◆2013　北海道2歳優駿［門別］　1着

◆2014　ジャパンダートダービー［大井］　2着

◆2016　浦和記念［浦和］　3着　　◆2015　かしわ記念［船橋］　3着

◆2015　帝王賞［大井］　3着

12/24（月休） 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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名古屋11Ｒ第18回名古屋グランプリに、

ホッカイドウ競馬から

ハッピースプリントが参戦！

応援よろしくお願いします♪


