
1R 3R 8R

1枠1番 1枠1番 2枠2番

ジョーパイロライト 調教師　小久保智（浦和） ヘニークイーン 調教師　横山保（浦和） ゴールドメッセージ 調教師　藤原智行（浦和） 

牡3歳 馬主　上田江吏子 牝4歳 馬主　北原大史 牡5歳 馬主　山口明彦

鹿毛 生年月日　2016年5月20日 栗毛 生年月日　2015年2月15日 鹿毛 生年月日　2014年2月11日

父　パイロ 生産牧場　原口牧場 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　坂本牧場 父　カネヒキリ 生産牧場　山口明彦

母　フーリン（父　ダイワメジャー） 産地　新ひだか町 母　グレースハート（父　チーフベアハート） 産地　新ひだか町 母　ウィンメッセージ（父　ウイニングチケット） 産地　平取町

地方収得賞金　1,970,000円 地方収得賞金　1,905,000円 地方収得賞金　6,035,000円

北海道：2018/06/06～　4戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2017/08/23～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2016/05/25～　10戦2勝（2着1回、3着2回）

◆2018　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　3着 南関東：2017/12/20～　6戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2016/11/29～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

8枠9番 北海道：2017/04/18～　24戦2勝（2着2回、3着8回）

アレグロ 調教師　原三男（川崎） 4R 南関東：2019/01/07～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　藤元厚雄 1枠1番 7枠10番

栗毛 生年月日　2016年4月29日 ペーンイエンテ 調教師　海馬澤司（浦和） ラブフューチャー 調教師　吉田正美（浦和） 

父　フリオーソ 生産牧場　風ノ丘ファーム 牝7歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 牝9歳 馬主　江馬由将

母　アンニュイブルース（父　グラスワンダー） 産地　青森県 栗毛 生年月日　2012年3月29日 栗毛 生年月日　2010年4月21日

地方収得賞金　2,000,000円 父　チーフベアハート 生産牧場　田上稔 父　ダイワメジャー 生産牧場　辻牧場

北海道：2018/10/04～　2戦1勝（2着0回、3着0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　バイオレットスズカ（父　Ｓｅｐｔｉｅｍｅ　Ｃｉｅｌ 産地　浦河町

南関東：2018/11/28～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　5,794,000円 地方収得賞金　15,469,000円

北海道：2014/05/28～　6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）

2R 岩手：2014/10/20～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2012/10/03～　51戦9勝（2着7回、3着5回）

2枠2番 金沢：2014/12/15～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 8枠12番

コパノワトソン 調教師　工藤伸輔（浦和） 愛知：2015/03/26～　3戦0勝（2着0回、3着0回） ジャスティス 調教師　柘榴浩樹（浦和） 

牡3歳 馬主　小林祥晃 金沢：20015/05/12～　7戦2勝（2着2回、3着0回） 牡6歳 馬主　冨田藤男

栗毛 生年月日　2016年3月24日 南関東：2015/10/29～　30戦2勝（2着8回、3着4回） 青鹿毛 生年月日　2013年2月19日

父　キングヘイロー 生産牧場　栄進牧場 2枠2番 父　ロージズインメイ 生産牧場　ベルモントファーム

母　エイシンオラトリオ（父　ハーツクライ） 産地　浦河町 ハニープレッツェル 調教師　酒井一則（浦和） 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

地方収得賞金　2,315,000円 牝7歳 馬主　（株）ボンズ 地方収得賞金　10,015,000円

北海道：2018/05/02～　8戦1勝（2着2回、3着1回） 栗毛 生年月日　2012年2月6日 北海道：2015/04/29～　13戦1勝（2着2回、3着4回）

南関東：2018/11/20～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 父　スニッツェル 生産牧場　ノーザンファーム 金沢：2015/11/29～　1戦0勝（2着0回、3着1回）

3枠3番 母　ハニーハント（父　エンドスウィープ） 産地　安平町 南関東：2015/12/29～　55戦1勝（2着4回、3着6回）

ロビュスト 調教師　薮口一麻（浦和） 地方収得賞金　5,739,000円 ◆2015　金沢ヤングチャンピオン［金沢］　3着

牡3歳 馬主　（有）太盛 北海道：2014/07/10～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2016年5月20日 南関東：2014/10/02～　44戦0勝（2着5回、3着6回） 9R

父　モンテロッソ 生産牧場　ストロベリーフィールドファーム株式会社 4枠4番 5枠5番

母　ダナエ（父　バイオマスター） 産地　むかわ町 クラミネルヴァ 調教師　藤原智行（浦和） ロゼッタハート 調教師　森始（船橋）

地方収得賞金　2,675,000円 牝7歳 馬主　倉見利弘 牝5歳 馬主　梁川正

北海道：2018/06/14～　8戦2勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2012年3月23日 鹿毛 生年月日　2014年2月21日

南関東：2019/01/09～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 父　フサイチコンコルド 生産牧場　倉見牧場 父　ネオユニヴァース 生産牧場　ヤナガワ牧場

4枠4番 母　クラシャトル（父　ワカオライデン） 産地　日高町 母　サイモンドルチェ（父　ジャングルポケット） 産地　日高町

アンビートゥン 調教師　米谷康秀（船橋） 地方収得賞金　5,963,000円 地方収得賞金　6,090,000円

牡3歳 馬主　（有）辻牧場 北海道：2014/06/11～　11戦2勝（2着0回、3着1回） 北海道：2016/06/23～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

黒鹿毛 生年月日　2016年3月22日 南関東：2015/12/21～　53戦2勝（2着7回、3着5回） JRA：2016/12/18～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

父　シニスターミニスター 生産牧場　辻牧場 5枠5番 南関東：2017/05/01～　36戦1勝（2着3回、3着2回）

母　カンシャノキモチ（父　カリズマティック） 産地　浦河町 アマリアローズ 調教師　牛房榮吉（浦和） 6枠8番

地方収得賞金　2,340,000円 牝7歳 馬主　荻田常人 リボース 調教師　柘榴浩樹（浦和）

北海道：2018/05/02～　7戦1勝（2着0回、3着2回） 芦毛 生年月日　2012年3月25日 牝4歳 馬主　小野美子

　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回） 父　オンファイア 生産牧場　高柳隆男 鹿毛 生年月日　2015年5月7日

南関東：2019/01/18～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　オードリーアン（父　クロフネ） 産地　日高町 父　グラスワンダー 生産牧場　見上牧場

◆2018　ジュニアグランプリ［盛岡］　3着 地方収得賞金　2,822,000円 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

6枠6番 北海道：2014/06/29～　9戦1勝（2着1回、3着3回） 地方収得賞金　4,277,000円

イコライザー 調教師　小久保智（浦和） 名古屋：2014/09/17～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/06/15～　9戦1勝（2着1回、3着1回）

牡3歳 馬主　（有）新生ファーム 北海道：2015/04/23～　11戦0勝（2着0回、3着2回） 笠松：2017/12/06～　7戦1勝（2着2回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2016年2月19日 南関東：2015/10/29～　70戦1勝（2着0回、3着2回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　カネヒキリ 生産牧場　新生ファーム 5枠6番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

母　シャンハイロック（父　ロックオブジブラルタル）産地　日高町 エキシビジョン 調教師　吉田正美（浦和） 北海道：2018/05/30～　11戦1勝（2着2回、3着3回）

地方収得賞金　2,015,000円 牝7歳 馬主　冨田藤男 南関東：2018/12/24～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2018/05/09～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 鹿毛 生年月日　2012年3月28日 ◆2017　ライデンリーダー記念［笠松］　2着

　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着1回） 父　フサイチコンコルド 生産牧場　新生ファーム 7枠10番

◆2018　ジュニアグランプリ［盛岡］　3着 母　グレースペニー（父　アフリート） 産地　日高町 ミスダイテン 調教師　加藤誠一（川崎）

6枠7番 地方収得賞金　6,451,000円 牝5歳 馬主　大典牧場（有）

ハヤマデイズ 調教師　酒井一則（浦和） 北海道：2014/04/23～　6戦1勝（2着0回、3着2回） 芦毛 生年月日　2014年3月10日

牡3歳 馬主　仲尾正人 金沢：2014/10/21～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 父　シルバーチャーム 生産牧場　大典牧場

鹿毛 生年月日　2016年5月7日 南関東：2015/01/01～　80戦2勝（2着7回、3着3回） 母　サムタイム（父　ブライアンズタイム） 産地　新ひだか町

父　ローレルゲレイロ 生産牧場　ノースガーデン 地方収得賞金　6,308,000円

母　グラナディラ（父　ファスリエフ） 産地　日高町 5R 北海道：2016/06/14～　8戦2勝（2着3回、3着0回）

地方収得賞金　2,375,000円 3枠3番 南関東：2017/04/06～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2018/05/10～　8戦1勝（2着1回、3着3回） ゼロサムゲーム 調教師　山田質（川崎） 北海道：2017/08/17～　4戦0勝（2着1回、3着0回）

南関東：2018/12/16～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 牡5歳 馬主　谷岡真喜 南関東：2017/11/07～　14戦3勝（2着2回、3着4回）

7枠8番 栗毛 生年月日　2014年5月2日

メルシーサンサン 調教師　小澤宏次（浦和） 父　サクラゼウス 生産牧場　谷岡スタット 11R

牝3歳 馬主　迎徹 母　サクラヴィーナス（父　フジキセキ） 産地　新ひだか町 5枠5番

鹿毛 生年月日　2016年4月9日 地方収得賞金　1,945,000円 ストロングハート 調教師　内田勝義（川崎） 

父　ダンカーク 生産牧場　地興牧場 北海道：2017/04/18～　15戦6勝（2着2回、3着1回） 牝4歳 馬主　（有）グランド牧場

母　ノルゲ（父　ワイルドラッシュ） 産地　浦河町 南関東：2019/01/28～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2015年5月22日

地方収得賞金　2,420,000円 6枠7番 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

北海道：2018/06/06～　6戦1勝（2着2回、3着3回） エイシンレインボー 調教師　田邊陽一（川崎） 母　ファーストレディ（父　スマートボーイ） 産地　新ひだか町

南関東：2018/10/23～　3戦0勝（2着2回、3着1回） 牝4歳 馬主　杉浦和也 地方収得賞金　40,100,000円

黒鹿毛 生年月日　2015年3月9日 北海道：2017/07/19～　6戦3勝（2着1回、3着1回）

●佐賀競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 父　アドマイヤムーン 生産牧場　栄進牧場 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

1R　⑦リベラ 母　スカイウェー（父　Ｔｒａｎｓ　Ｉｓｌａｎｄ） 産地　浦河町 南関東：2017/12/31～　5戦0勝（2着1回、3着1回）

2R　①サンドピット 地方収得賞金　2,947,000円 ◆2017　エーデルワイス賞［門別］　1着　　◆2017　リリーC［門別］　1着

3R　③レディミリオネア　⑤カミイチラン　⑥テキーラトニック 北海道：2017/05/10～　7戦0勝（2着0回、3着1回） ◆2017　東京2歳優駿牝馬［大井］　2着  ◆2017　フローラルC［門別］　2着

5R　②アンリエット 岩手：2017/12/02～　3戦1勝（2着1回、3着0回） ◆2017　ローレル賞［川崎］　3着　　◆2018　ユングフラウ賞［浦和］　3着

7R　③ソイギネー　④ダイメイホース 南関東：2018/02/01～　20戦0勝（2着3回、3着0回）

8R第46回佐賀記念〔JpnⅢ〕　⑧エイシンニシパ　⑪スーパージェット 12R

10R　⑤モスフラワー　⑥サウスカントリー 6R 4枠4番

2枠2番 トンドゥアモール 調教師　岡田一男（浦和）

セユウダルク 調教師　川村守男（浦和） 牝6歳 馬主　上野耕一

牝4歳 馬主　新田光代 黒鹿毛 生年月日　2013年4月29日

栗毛 生年月日　2015年4月7日 父　スパイキュール 生産牧場　滝本健二

父　フリオーソ 生産牧場　荒谷牧場 母　オリジナルデザート（父　リアルシヤダイ） 産地　日高町

母　セユウスーパー（父　メジロディザイヤー） 産地　青森県 地方収得賞金　15,480,000円

地方収得賞金　1,624,000円 北海道：2015/06/17～　9戦2勝（2着2回、3着3回）

北海道：2017/09/14～　12戦2勝（2着1回、3着0回） 南関東：2015/11/30～　45戦3勝（2着7回、3着3回）

南関東：2018/09/28～　5戦0勝（2着2回、3着0回）

2/11(月祝) 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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応援よろしくね♪
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