
1R 3R 7R

3枠3番 1枠1番 8枠12番

メルシーサンサン 調教師　小澤宏次（浦和） スターグルーヴ 調教師　冨田敏男（浦和） パドミニ 調教師　小林真治（浦和）

牝2歳 馬主　迎徹 牝4歳 馬主　冨田藤男 牝4歳 馬主　酒井孝敏

鹿毛 生年月日　2016年4月9日 鹿毛 生年月日　2014年4月24日 鹿毛 生年月日　2014年3月22日

父　ダンカーク 生産牧場　地興牧場 父　サムライハート 生産牧場　鎌田正嗣 父　セイントアレックス 生産牧場　沖田哲夫

母　ノルゲ（父　ワイルドラッシュ） 産地　浦河町 母　ミルダイヤ（父　ヘクタープロテクター） 産地　浦河町 母　プリモエナジー（父　スマートボーイ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,650,000円 地方収得賞金　1,972,000円 地方収得賞金　6,001,000円

北海道：2018/06/06～　6戦1勝（2着2回、3着3回） 北海道：2016/05/24～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2016/05/25～　6戦1勝（2着3回、3着0回）

南関東：2018/10/23～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 金沢：2016/09/18～　7戦2勝（2着1回、3着0回） 南関東：2016/12/21～　5戦2勝（2着0回、3着0回）

4枠4番 南関東：2016/01/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/04/19～　9戦3勝（2着3回、3着2回）

ダイナミックスルー 調教師　野口孝（浦和） 笠松：2017/03/22～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2017/12/20～　14戦1勝（2着0回、3着0回）

牝2歳 馬主　千田裕美 南関東：2017/07/03～　36戦0勝（2着0回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2016年5月14日 4枠4番 8R

父　ロードバリオス 生産牧場　原フアーム クラデジャブー 調教師　藤原智行（浦和） 8枠11番

母　レーヴドアクトレス（父　コマンダーインチーフ） 産地　新ひだか町 牡7歳 馬主　倉見利弘 ブレーヴチェイサー 調教師　川村守男（浦和）

地方収得賞金　1,110,000円 黒鹿毛 生年月日　2011年4月12日 牡4歳 馬主　（有）吉田牧場

北海道：2018/05/22～　9戦1勝（2着1回、3着3回） 父　ファンタスティックライト 生産牧場　倉見牧場 鹿毛 生年月日　2014年4月30日

6枠6番 母　クラダッチューノ（父　サクラダイオー） 産地　日高町 父　キングヘイロー 生産牧場　吉田牧場

ブルーローズ 調教師　野口孝（浦和） 地方収得賞金　10,486,000円 母　プリティーメアー（父　ホリスキー） 産地　安平町

牝2歳 馬主　千田裕美 北海道：2013/05/08～　12戦1勝（2着3回、3着3回） 地方収得賞金　4,421,000円

鹿毛 生年月日　2016年4月7日 南関東：2013/12/03～　92戦5勝（2着9回、3着7回） 北海道：2016/06/15～　9戦2勝（2着0回、3着1回）

父　タイムパラドックス 生産牧場　原フアーム 南関東：2016/12/20～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

母　ケイウンブルーム（父　ジョリーズヘイロー） 産地　新ひだか町 4R 北海道：2017/04/19～　12戦2勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金　1,410,000円 6枠7番 南関東：2017/12/18～　11戦0勝（2着2回、3着0回）

北海道：2018/05/09～　8戦1勝（2着1回、3着2回） ミユファンタジー 調教師　岡田一男（浦和）

南関東：2018/10/23～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 牝3歳 馬主　上野耕一 9R

鹿毛 生年月日　2015年3月5日 3枠3番

2R 父　アッミラーレ 生産牧場　寺井文秀 タッチライフ 調教師　岡田一男（浦和） 

3枠3番 母　マックスビート（父　マイネルセレクト） 産地　えりも町 牝4歳 馬主　門別正

ボルドーシエル 調教師　水野貴史（浦和） 地方収得賞金　997,000円 芦毛 生年月日　2014年4月20日

牝2歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 北海道：2017/06/08～　18戦2勝（2着0回、3着3回） 父　アッミラーレ 生産牧場　門別正

黒鹿毛 生年月日　2016年3月8日 南関東：2018/11/21～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　チャーミングタンゴ（父　アフリート） 産地　日高町

父　タイキシャトル 生産牧場　柏木一則 地方収得賞金　15,194,000円

母　マイネソシオ（父　タニノギムレット） 産地　新冠町 5R 北海道：2016/05/04～　9戦2勝（2着0回、3着3回）

地方収得賞金　2,184,000円 2枠2番 南関東：2016/12/20～　36戦4勝（2着3回、3着6回）

北海道：2018/05/10～　7戦1勝（2着0回、3着1回） クラセイジョ 調教師　藤原智行（浦和） 

岩手：2018/09/17～　4戦0勝（2着2回、3着1回） 牝5歳 馬主　倉見利弘 10R

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回） 栗毛 生年月日　2013年4月30日 2枠2番

◆2018　ラブミーチャン記念［笠松］　3着 父　サイレントディール 生産牧場　倉見牧場 シャヒーン 調教師　水野貴史（浦和） 

5枠5番 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 牡4歳 馬主　泉俊二

コパノワトソン 調教師　工藤伸輔（浦和） 地方収得賞金　4,616,000円 栗毛 生年月日　2014年4月14日

牡2歳 馬主　小林祥晃 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　大川牧場

栗毛 生年月日　2016年3月24日 金沢：2015/12/13～　24戦4勝（2着2回、3着3回） 母　チャームエンジェル（父　Ｔｈｅａｔｒｉｃａｌ） 産地　厚真町

父　キングヘイロー 生産牧場　栄進牧場 　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　7,809,000円

母　エイシンオラトリオ（父　ハーツクライ） 産地　浦河町 南関東：2016/12/19～　37戦0勝（2着5回、3着1回） 北海道：2016/06/23～　6戦1勝（2着0回、3着3回）

地方収得賞金　1,895,000円 7枠8番 南関東：2016/10/19～　17戦3勝（2着2回、3着1回）

北海道：2018/05/02～　8戦1勝（2着2回、3着1回） ドリームディバ 調教師　野口寛仁（浦和） 北海道：2018/04/24～　14戦0勝（2着1回、3着1回）

南関東：2018/11/20～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 牝8歳 馬主　石川邦明 6枠7番

6枠6番 鹿毛 生年月日　2010年1月23日 ジャスティス 調教師　柘榴浩樹（浦和） 

リュウノオラトリオ 調教師　齊藤敏（船橋） 父　トワイニング 生産牧場　丸幸小林牧場 牡5歳 馬主　冨田藤男

牡2歳 馬主　蓑島竜一 母　マリンパンサー（父　ティンバーカントリー） 産地　浦河町 青鹿毛 生年月日　2013年2月19日

栗毛 生年月日　2016年3月7日 地方収得賞金　11,562,000円 父　ロージズインメイ 生産牧場　ベルモントファーム

父　サウスヴィグラス 生産牧場　高橋農場 北海道：2012/06/13～　11戦2勝（2着1回、3着1回） 母　ベルモントピノコ（父　アジュディケーティング） 産地　新冠町

母　ダイタクドクター（父　Ｓａｉｎｔ　Ｂａｌｌａｄｏ） 産地　伊達市 南関東：2012/12/25～　61戦7勝（2着7回、3着15回） 地方収得賞金　9,455,000円

地方収得賞金　2,435,000円 北海道：2015/04/29～　13戦1勝（2着2回、3着4回）

北海道：2017/07/18～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 6R 金沢：2015/11/29～　1戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2018/12/13～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 3枠3番 南関東：2015/12/29～　52戦1勝（2着4回、3着6回）

インナーブル 調教師　内野健二（浦和） ◆2015　金沢ヤングチャンピオン［金沢］　3着

●金沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 牡6歳 馬主　長橋秀雄

1R　③ホープスター 栗毛 生年月日　2012年4月27日

2R　②ベリベリワンダー　③ショウモクレガーロ　⑤エメノティアラ 父　ワイルドラッシュ 生産牧場　坂東牧場

　　　⑨スタークィーン 母　マチカネアズサユミ（父　ティンバーカントリー） 産地　平取町

3R　①ピエールサンデー　②キングオブチェス　③オトキチペッタンコ 地方収得賞金　9,720,000円

　　　⑤ホシガクボ　⑧ジェイケイジーク 北海道：2014/07/02～　7戦0勝（2着2回、3着3回）

4R　⑧クロヒメ　⑩ホットスタッフ 兵庫：2014/12/23～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

5R　⑤サノオーソ　⑥ラブリーギャル　⑦スカイオリオン 南関東：2015/02/24～　30戦4勝（2着3回、3着3回）

　　　⑧シュパイヤー　⑨サンダーキング 7枠10番

9R　⑤ショウモクアイリス ラッドカバレッタ 調教師　長谷川忍（浦和） 

牝3歳 馬主　高山竜二

●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手 鹿毛 生年月日　2015年3月28日

浦和1R　③メルシーサンサン 父　ストロングリターン 生産牧場　下河辺牧場

　　　2R　⑤コパノワトソン 母　スイートテイスト（父　Ｓａｌｔ　Ｌａｋｅ） 産地　日高町

　　　4R　④ボウルオブチェリー 地方収得賞金　2,560,000円

　　　5R　②クラセイジョ 北海道：2017/07/26～　17戦5勝（2着3回、3着0回）

　　　6R　⑦イーストスパークル 南関東：2018/11/19～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

　　　7R　⑧ハガキノハナ

　　　9R　③タッチライフ

　　10R　⑥シゲルドラネコ

12/25（火） 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

年末は「南関リレー開催」！

１２／２５（火）・２６（水）の２日間は、

「浦和×大井クライマックスリレー」！

・浦和 第１Ｒ発走 １０：３０

～最終Ｒ発走 １５：２５

（発売開始時刻１０：００）

・大井 第１Ｒ発走 １５：０５

～最終Ｒ発走 ２０：５０

（発売開始時刻１２：００）

前走
２着

転入後
初出走

前走
３着

前走
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前走
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前走
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