
1R 4R 8R

1枠1番 4枠4番 2枠2番

コパノワトソン 調教師　工藤伸輔（浦和） クラコンボイ 調教師　藤原智行（浦和） パドミニ 調教師　小林真治（浦和）

牡3歳 馬主　小林祥晃 牡4歳 馬主　倉見利弘 牝5歳 馬主　酒井孝敏

栗毛 生年月日　2016年3月24日 鹿毛 生年月日　2015年2月18日 鹿毛 生年月日　2014年3月22日

父　キングヘイロー 生産牧場　栄進牧場 父　アッミラーレ 生産牧場　倉見牧場 父　セイントアレックス 生産牧場　沖田哲夫

母　エイシンオラトリオ（父　ハーツクライ） 産地　浦河町 母　クラローザ（父　ホリスキー） 産地　日高町 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　2,105,000円 地方収得賞金　1,885,000円 地方収得賞金　6,001,000円

北海道：2018/05/02～　8戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2017/06/29～　10戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2016/05/25～　6戦1勝（2着3回、3着0回）

南関東：2018/11/20～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2017/12/21～　6戦0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）

6枠7番 北海道：2018/04/18～　12戦2勝（2着1回、3着1回） 北海道：2017/04/19～　9戦3勝（2着3回、3着2回）

ヤマジュンハナビ 調教師　宇野木数徳（浦和） 南関東：2017/12/20～　15戦1勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　山下洵一郎 5R 8枠11番

青鹿毛 生年月日　2016年3月18日 5枠6番 ゴールドメッセージ 調教師　藤原智行（浦和） 

父　プリサイスエンド 生産牧場　ヒダカフアーム バジガクパルフェ 調教師　柏木一夫（大井） 牡5歳 馬主　山口明彦

母　マルラニビスティー（父　ダンスインザダーク） 産地　浦河町 牝6歳 馬主　（株）馬事学院 鹿毛 生年月日　2014年2月11日

地方収得賞金　1,560,000円 芦毛 生年月日　2013年4月14日 父　カネヒキリ 生産牧場　山口明彦

北海道：2018/06/27～　7戦1勝（2着1回、3着3回） 父　キャプテントゥーレ 生産牧場　株式会社ＲＵＭＩファーム 母　ウィンメッセージ（父　ウイニングチケット） 産地　平取町

南関東：2018/11/21～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 母　コウエイマーベラス（父　アフリート） 産地　日高町 地方収得賞金　6,035,000円

7枠9番 地方収得賞金　3,973,000円 北海道：2016/05/25～　10戦2勝（2着1回、3着2回）

メルシーサンサン 調教師　小澤宏次（浦和） 北海道：2015/05/27～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2016/11/29～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

牝3歳 馬主　迎徹 名古屋：2015/08/19～　6戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2017/04/18～　24戦2勝（2着2回、3着8回）

鹿毛 生年月日　2016年4月9日 南関東：2015/11/25～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

父　ダンカーク 生産牧場　地興牧場 名古屋：2016/02/16～　10戦1勝（2着0回、3着2回） 9R

母　ノルゲ（父　ワイルドラッシュ） 産地　浦河町 南関東：2016/07/12～　51戦0勝（2着3回、3着3回） 7枠10番

地方収得賞金　1,930,000円 7枠10番 パワーピッチング 調教師　秋吉和美（大井） 

北海道：2018/06/06～　6戦1勝（2着2回、3着3回） デニール 調教師　柘榴浩樹（浦和） 牡8歳 馬主　菊地博

南関東：2018/10/23～　2戦0勝（2着1回、3着1回） 牝6歳 馬主　（株）心頼ＬｏｏＰ 鹿毛 生年月日　2011年5月22日

7枠10番 鹿毛 生年月日　2013年4月29日 父　クロフネ 生産牧場　西山牧場

サンレオ 調教師　久保杉隆（大井） 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　藤本牧場 母　セイウンクレナイ（父　タイキシャトル） 産地　日高町

牡3歳 馬主　（株）さくらコーポレーション 母　ラベルフィーユ（父　アグネスデジタル） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　14,834,000円

栗毛 生年月日　2016年5月13日 地方収得賞金　3,820,000円 北海道：2013/06/13～　7戦2勝（2着0回、3着1回）

父　フリオーソ 生産牧場　びらとり牧場 北海道：2015/04/29～　8戦1勝（2着3回、3着0回） 南関東：2013/12/30～　64戦5勝（2着7回、3着3回）

母　トシノヘクター（父　ヘクタープロテクター） 産地　平取町 南関東：2016/01/02～　36戦1勝（2着3回、3着3回） 8枠11番

地方収得賞金　1,470,000円 ルミエールウェスト 調教師　矢内博（船橋） 

北海道：2018/06/14～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 6R 牝8歳 馬主　安味宣光

南関東：2018/10/10～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 4枠4番 青鹿毛 生年月日　2011年4月29日

クラミネルヴァ 調教師　藤原智行（浦和） 父　キングヘイロー 生産牧場　北星村田牧場

3R 牝7歳 馬主　倉見利弘 母　ツジノヒマワリ（父　トニービン） 産地　新冠町

2枠2番 鹿毛 生年月日　2012年3月23日 地方収得賞金　15,265,000円

エキシビジョン 調教師　吉田正美（浦和） 父　フサイチコンコルド 生産牧場　倉見牧場 北海道：2013/05/30～　11戦2勝（2着0回、3着0回）

牝7歳 馬主　冨田藤男 母　クラシャトル（父　ワカオライデン） 産地　日高町 南関東：2013/12/04～　80戦1勝（2着16回、3着17回）

鹿毛 生年月日　2012年3月28日 地方収得賞金　5,803,000円

父　フサイチコンコルド 生産牧場　新生ファーム 北海道：2014/06/11～　11戦2勝（2着0回、3着1回） 10R

母　グレースペニー（父　アフリート） 産地　日高町 南関東：2015/12/21～　52戦2勝（2着7回、3着4回） 7枠7番

地方収得賞金　6,451,000円 6枠6番 トンドゥアモール 調教師　岡田一男（浦和）

北海道：2014/04/23～　6戦1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） 牝6歳 馬主　上野耕一

金沢：2014/10/21～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 牝7歳 馬主　荻田常人 黒鹿毛 生年月日　2013年4月29日

南関東：2015/01/01～　78戦2勝（2着7回、3着3回） 芦毛 生年月日　2012年3月25日 父　スパイキュール 生産牧場　滝本健二

5枠6番 父　オンファイア 生産牧場　高柳隆男 母　オリジナルデザート（父　リアルシヤダイ） 産地　日高町

スモールワールド 調教師　佐々木功（船橋） 母　オードリーアン（父　クロフネ） 産地　日高町 地方収得賞金　15,480,000円

牡6歳 馬主　村岡曉憲 地方収得賞金　2,822,000円 北海道：2015/06/17～　9戦2勝（2着2回、3着3回）

鹿毛 生年月日　2013年4月21日 北海道：2014/06/29～　9戦1勝（2着1回、3着3回） 南関東：2015/11/30～　43戦3勝（2着7回、3着3回）

父　ブラックタイド 生産牧場　野表篤夫 名古屋：2014/09/17～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 8枠10番

母　リーヴザマーク（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　新ひだか町 北海道：2015/04/23～　11戦0勝（2着0回、3着2回） エメラルムサシ 調教師　佐々木清明（船橋） 

地方収得賞金　2,807,000円 南関東：2015/10/29～　68戦1勝（2着0回、3着2回） 牡5歳 馬主　高橋勉

北海道：2015/06/10～　12戦0勝（2着1回、3着0回） 7枠8番 鹿毛 生年月日　2014年4月26日

笠松：2015/10/30～　4戦0勝（2着1回、3着0回） ペーンイエンテ 調教師　海馬澤司（浦和） 父　サムライハート 生産牧場　今井牧場

愛知：2016/01/03～　19戦2勝（2着3回、3着5回） 牝7歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 母　キャンティクラシコ（父　マルゼンスキー） 産地　日高町

南関東：2016/09/30～　50戦0勝（2着1回、3着3回） 栗毛 生年月日　2012年3月29日 地方収得賞金　11,465,000円

7枠10番 父　チーフベアハート 生産牧場　田上稔 北海道：2016/05/18～　11戦1勝（2着2回、3着3回）

スピカプレイス 調教師　山下貴之（船橋） 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 南関東：2017/01/11～　38戦3勝（2着5回、3着8回）

牝7歳 馬主　細川大輔 地方収得賞金　5,794,000円

青鹿毛 生年月日　2012年5月23日 北海道：2014/05/28～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 11R

父　ダンシングカラー 生産牧場　高松牧場 岩手：2014/10/20～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 7枠9番

母　ジョーテンオン（父　サンデーサイレンス） 産地　浦河町 金沢：2014/12/15～　2戦0勝（2着1回、3着0回） ダブルタッチ 調教師　上杉昌宏（大井） 

地方収得賞金　7,132,000円 愛知：2015/03/26～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　大山和成

北海道：2014/07/22～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 金沢：20015/05/12～　7戦2勝（2着2回、3着0回） 青鹿毛 生年月日　2015年3月8日

笠松：2014/11/14～　17戦2勝（2着0回、3着2回） 南関東：2015/10/29～　29戦2勝（2着8回、3着4回） 父　ヴァーミリアン 生産牧場　バンブー牧場

南関東：2015/09/10～　44戦4勝（2着6回、3着5回） 母　チリビリビン（父　ブロッコ） 産地　浦河町

7R 地方収得賞金　3,615,000円

●佐賀競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 5枠5番 北海道：2017/05/18～　12戦1勝（2着0回、3着0回）

1R　③テキーラトニック　⑥ミスビューティフル エルグランエーブ 調教師　上杉昌宏（大井） 南関東：2017/11/27～　15戦1勝（2着0回、3着1回）

4R　⑩ピアス 牡7歳 馬主　角井紀夫

5R　④ヒカルホシ　⑥セユウナイス 黒鹿毛 生年月日　2012年4月3日

6R　①アンリエット 父　エンパイアメーカー 生産牧場　森牧場

7R　⑥マックスステラ 母　マザーラドクリフ（父　サンデーサイレンス） 産地　新冠町

8R　⑦メガプテラ 地方収得賞金　13,271,000円

10R　②ギルダー 北海道：2014/07/16～　3戦0勝（2着1回、3着0回）

11R　⑩モスフラワー　⑪サウスカントリー 兵庫：2014/09/24～　21戦2勝（2着1回、3着2回）

南関東：2015/12/28～　50戦4勝（2着6回、3着6回）

●本日の騎乗予定　松井 伸也騎手
佐賀1R　②ピョル ●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手
　　　3R　⑥カシノリクノオウ 浦和6R　⑦ダテノグロリアス

　　　4R　④シングンラヴソング 　　　8R　⑧ジュンアイルランド

　　　5R　③ディーズフリッカー 　　　9R　③シゲルドラネコ

　　　7R　⑧ビワチャン 　　11R　⑦リーディングエアー

　　　8R　⑦メガプテラ ●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手
　　10R　⑧ミラクルツリー 浦和3R　⑩スピカプレイス

　　11R　⑩モスフラワー 　　　5R　⑦ホームルーム

　　10R　⑩エメラルムサシ

　　11R　④アカンタレ

1/7（月） 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


