
1R 5R 9R

1枠1番 3枠3番 1枠1番

ラッキーメッセージ 調教師　藤原智行（浦和） レディゴディバ 調教師　山田質（川崎） レインボーシャトル 調教師　阿井正雄（船橋） 

牝3歳 馬主　山口明彦 牝4歳 馬主　檜森高史 牡4歳 馬主　ライフエンタープライズ（株）

栗毛 生年月日　2016年2月8日 鹿毛 生年月日　2015年4月28日 鹿毛 生年月日　2015年4月9日

父　エスポワールシチー 生産牧場　山口明彦 父　アルデバラン２ 生産牧場　二風谷ファーム 父　ヴィクトワールピサ 生産牧場　高昭牧場

母　ウィンメッセージ（父　ウイニングチケット） 産地　平取町 母　マチカネコチフカバ（父　サンデーサイレンス） 産地　平取町 母　ニシノルーファス（父　シンボリクリスエス） 産地　浦河町

地方収得賞金　1,000,000円 地方収得賞金　2,147,000円 地方収得賞金　3,745,000円

北海道：2018/06/21～　10戦1勝（2着2回、3着2回） 北海道：2017/08/03～　8戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2017/04/26～　7戦0勝（2着3回、3着1回）

4枠4番 南関東：2017/12/12～　15戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2017/09/25～　17戦1勝（2着0回、3着1回）

ダイナミックスルー 調教師　野口孝（浦和） 6枠7番 6枠7番

牝3歳 馬主　千田裕美 エイシンネイティヴ 調教師　横山保（浦和） ミスターソウルマン 調教師　高岩孝敏（大井） 

黒鹿毛 生年月日　2016年5月14日 牝4歳 馬主　北原大史 牡5歳 馬主　杉浦和也

父　ロードバリオス 生産牧場　原フアーム 青毛 生年月日　2015年4月14日 鹿毛 生年月日　2014年3月30日

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 父　ヴァーミリアン 生産牧場　栄進牧場 父　スマートボーイ 生産牧場　グランド牧場

地方収得賞金　1,110,000円 母　サクラメントガール（父　Ｄｅｖｉｌ　Ｈｉｓ　Ｄｕｅ） 産地　浦河町 母　ダンスカーニバル（父　アフリート） 産地　新ひだか町

北海道：2018/05/22～　9戦1勝（2着1回、3着3回） 地方収得賞金　2,017,000円 地方収得賞金　5,065,000円

南関東：2018/12/25～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/06/29～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/06/30～　7戦1勝（2着1回、3着0回）

兵庫：2017/11/01～　9戦2勝（2着1回、3着1回） 南関東：2016/12/28～　21戦1勝（2着4回、3着2回）

3R 南関東：2018/11/21～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/04/24～　2戦0勝（2着0回、3着1回）

1枠1番 南関東：2018/12/30～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

ヒメガミ 調教師　海馬澤司（浦和） 6R 7枠8番

牝7歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 8枠10番 スーパーレインボー 調教師　久保與造（大井） 

黒鹿毛 生年月日　2012年5月14日 クラセイジョ 調教師　藤原智行（浦和） 牝8歳 馬主　馬場三四郎

父　スタチューオブリバティ 生産牧場　フジワラフアーム 牝6歳 馬主　倉見利弘 鹿毛 生年月日　2011年5月28日

母　ピエナプリンセス（父　デヒア） 産地　新ひだか町 栗毛 生年月日　2013年4月30日 父　サウスヴィグラス 生産牧場　川島良一

地方収得賞金　8,821,000円 父　サイレントディール 生産牧場　倉見牧場 母　ケイアイポップス（父　コマンダーインチーフ） 産地　日高町

北海道：2014/07/10～　7戦1勝（2着0回、3着2回） 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 地方収得賞金　14,427,000円

愛知：2014/12/04～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　5,416,000円 北海道：2013/08/22～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

金沢：2014/12/25～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2015/05/14～　13戦1勝（2着0回、3着0回） 佐賀：2013/11/17～　12戦3勝（2着4回、3着0回）

愛知：2015/01/13～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 金沢：2015/12/13～　24戦4勝（2着2回、3着3回） 南関東：2014/07/29～　28戦0勝（2着9回、3着3回）

金沢：2015/03/22～　7戦4勝（2着0回、3着0回） 　うち他地区参戦：4戦2勝（2着0回、3着2回） 兵庫：2016/05/18～　24戦6勝（2着7回、3着0回）

南関東：2015/07/01～　28戦4勝（2着7回、3着1回） 南関東：2016/12/19～　38戦1勝（2着5回、3着1回） 南関東：2018/01/25～　13戦2勝（2着2回、3着0回）

5枠6番 ◆2014　大観峰賞［佐賀］　1着

ヴァローダムーン 調教師　宇野木数徳（浦和） 7R

牝8歳 馬主　岡本育枝 6枠7番 10R

栗毛 生年月日　2011年3月29日 モリデンテキーラ 調教師　山越光（浦和） 1枠1番

父　ジャイアントレッカー 生産牧場　厚賀古川牧場 牝4歳 馬主　森田芳男 シャヒーン 調教師　水野貴史（浦和） 

母　サンエムバラード（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 青鹿毛 生年月日　2015年5月31日 牡5歳 馬主　泉俊二

地方収得賞金　9,769,000円 父　キングヘイロー 生産牧場　森田芳男 栗毛 生年月日　2014年4月14日

北海道：2013/05/03～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 母　アローフィールド（父　シャーディー） 産地　新冠町 父　サウスヴィグラス 生産牧場　大川牧場

兵庫：2013/08/30～　16戦2勝（2着3回、3着4回） 地方収得賞金　2,370,000円 母　チャームエンジェル（父　Ｔｈｅａｔｒｉｃａｌ） 産地　厚真町

南関東：2014/08/13～　79戦4勝（2着5回、3着11回） 北海道：2017/08/02～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　7,809,000円

7枠9番 JRA：2018/02/17～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/06/23～　6戦1勝（2着0回、3着3回）

スターグルーヴ 調教師　冨田敏男（浦和） 南関東：2018/10/22～　3戦0勝（2着2回、3着0回） 南関東：2016/10/19～　17戦3勝（2着2回、3着1回）

牝5歳 馬主　冨田藤男 6枠8番 北海道：2018/04/24～　14戦0勝（2着1回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2014年4月24日 ハードパンチャー 調教師　平山真希（浦和） 南関東：2018/12/25～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　サムライハート 生産牧場　鎌田正嗣 牡4歳 馬主　木村勝

母　ミルダイヤ（父　ヘクタープロテクター） 産地　浦河町 鹿毛 生年月日　2015年4月30日 11R 第62回ニューイヤーカップ〔SⅢ〕

地方収得賞金　1,972,000円 父　トーセンホマレボシ 生産牧場　大川牧場 3枠3番

北海道：2016/05/24～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 母　シズパンチ（父　タップダンスシチー） 産地　厚真町 アイアス 調教師　小澤宏次（浦和）

金沢：2016/09/18～　7戦2勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　2,180,000円 セン3歳 馬主　畑末廣郎

南関東：2016/01/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/05/11～　12戦1勝（2着1回、3着2回） 栗毛 生年月日　2016年4月24日

笠松：2017/03/22～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2018/02/16～　17戦0勝（2着1回、3着1回） 父　カネヒキリ 生産牧場　有限会社グッドラック・ファーム

南関東：2017/07/03～　37戦0勝（2着0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

8R 地方収得賞金　5,325,000円

●笠松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：2018/06/06～　8戦1勝（2着4回、3着2回）

笠松2R　⑤ローザルーナ　⑧ポートカナベラル セブンスコード 調教師　川島豊（浦和） 南関東：2018/11/15～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

　　　3R　②マッテマシタ　⑨フジノローズ 牡4歳 馬主　（株）ファーストビジョン 7枠8番

　　　4R　⑨トリップオブラブ 鹿毛 生年月日　2015年4月23日 マイコート 調教師　佐藤賢二（船橋） 

　　　5R　③エッジ 父　ストロングリターン 生産牧場　三宅牧場 牡3歳 馬主　小林克己

　　　8R　②ベアーレ　③ マッチデース 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 鹿毛 生年月日　2016年4月29日

　　　9R　②サノオーソ　③エリアント 地方収得賞金　4,377,000円 父　ロジユニヴァース 生産牧場　鳥谷勝彦

北海道：2017/08/30～　6戦0勝（2着1回、3着2回） 母　エリザベスサクラ（父　アラムシャー） 産地　新ひだか町

南関東：2017/12/12～　19戦3勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　7,295,000円

北海道：2018/05/31～　8戦3勝（2着0回、3着3回）

●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

浦和2R　②ホクラニ 南関東：2018/12/27～　1戦0勝（2着0回、3着1回）

　　　5R　⑦エイシンネイティヴ ◆2018　サンライズC［門別］　1着

　　　6R　⑩クラセイジョ

　　　8R　④ニシノライト

　　　9R　⑪ボナジョルナータ

　　10R　③シゲルシチフクジン

　　11R　⑥トーセンガーネット

　　12R　①トゥモローウィング

●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手
浦和11R　⑪スズブルースカイ

1/9(水) 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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