
2R 6R 8R

6枠8番 5枠6番 4枠4番

デニール 調教師　柘榴浩樹（浦和） ジーンジニー 調教師　林幻（船橋） ラッドカバレッタ 調教師　長谷川忍（浦和） 

牝6歳 馬主　（株）心頼ＬｏｏＰ 牝3歳 馬主　（有）グランド牧場 牝4歳 馬主　高山竜二

鹿毛 生年月日　2013年4月29日 芦毛 生年月日　2016年3月27日 鹿毛 生年月日　2015年3月28日

父　アドマイヤオーラ 生産牧場　藤本牧場 父　ヴィットリオドーロ 生産牧場　グランド牧場 父　ストロングリターン 生産牧場　下河辺牧場

母　ラベルフィーユ（父　アグネスデジタル） 産地　新ひだか町 母　バライロー（父　タニノギムレット） 産地　新ひだか町 母　スイートテイスト（父　Ｓａｌｔ　Ｌａｋｅ） 産地　日高町

地方収得賞金　3,820,000円 地方収得賞金　10,360,000円 地方収得賞金　2,560,000円

北海道：2015/04/29～　8戦1勝（2着3回、3着0回） 北海道：2018/07/05～　8戦3勝（2着1回、3着3回） 北海道：2017/07/26～　17戦5勝（2着3回、3着0回）

南関東：2016/01/02～　37戦1勝（2着3回、3着3回） 南関東：2019/01/16～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/11/19～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

7枠9番

4R コスモマーヴィ 調教師　河津裕昭（川崎） 9R

2枠2番 牡3歳 馬主　（有）ビッグレッドファーム 1枠1番

アザミ 調教師　薮口一麻（浦和） 黒鹿毛 生年月日　2016年3月14日 タイムオブレディー 調教師　村田順一（川崎） 

牝5歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 父　ロージズインメイ 生産牧場　山野牧場 牝6歳 馬主　吉武章

鹿毛 生年月日　2014年4月5日 母　ブルーファイブ（父　シンコウキング） 産地　新ひだか町 鹿毛 生年月日　2013年3月1日

父　ヴァーミリアン 生産牧場　田中春美 地方収得賞金　3,735,000円 父　デュランダル 生産牧場　細道牧場

母　アステリファスト（父　シャンハイ） 産地　新ひだか町 北海道：2018/10/04～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 母　ビッグティアラ（父　タイキシャトル） 産地　浦河町

地方収得賞金　4,577,000円 南関東：2018/11/28～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　9,448,000円

北海道：2016/06/23～　7戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2015/05/28～　3戦0勝（2着0回、3着2回）

笠松：2017/02/24～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 7R 佐賀：2015/08/16～　17戦3勝（2着1回、3着4回）

金沢：2017/04/03～　15戦3勝（2着3回、3着3回） 2枠2番 南関東：2016/07/29～　38戦3勝（2着4回、3着3回）

南関東：2018/01/31～　15戦1勝（2着4回、3着1回） マチュピチュ 調教師　張田京（船橋） ◆2016　花吹雪賞［佐賀］　3着

3枠3番 牝3歳 馬主　泉一郎 4枠4番

ハピリン 調教師　山越光（浦和） 鹿毛 生年月日　2016年5月21日 ビービーアモーレ 調教師　山田正実（川崎） 

牝5歳 馬主　水田栄之助 父　アサクサキングス 生産牧場　碧雲牧場 牝4歳 馬主　冨田藤男

栗毛 生年月日　2014年4月5日 母　バズマイハート（父　Ｕｎｂｒｉｄｌｅｄ） 産地　日高町 青鹿毛 生年月日　2015年5月14日

父　アサクサキングス 生産牧場　藤本友則 地方収得賞金　2,915,000円 父　ビービーガルダン 生産牧場　坂東牧場

母　ギャラントユウリ（父　リンドシェーバー） 産地　日高町 北海道：2018/06/14～　7戦1勝（2着1回、3着1回） 母　ビービーラッハーン（父　シンボリクリスエス） 産地　平取町

地方収得賞金　4,630,000円 南関東：2018/11/05～　5戦0勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　1,245,000円

北海道：2016/05/25～　14戦1勝（2着2回、3着0回） 6枠7番 北海道：2017/08/16～　6戦1勝（2着2回、3着2回）

南関東：2016/12/21～　34戦2勝（2着0回、3着3回） サクセッサー 調教師　佐藤賢二（船橋） 南関東：2017/12/07～　6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：2018/05/03～　4戦3勝（2着0回、3着0回）

5R 鹿毛 生年月日　2016年1月30日 南関東：2018/11/26～　4戦0勝（2着0回、3着0回）

5枠5番 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　新生ファーム

ジロチョー 調教師　酒井一則（浦和） 母　ヒャクマンゴク（父　ブラックタキシード） 産地　日高町 10R

牡5歳 馬主　谷謙介 地方収得賞金　4,825,000円 5枠5番

芦毛 生年月日　2014年3月16日 北海道：2018/06/28～　6戦2勝（2着0回、3着0回） ジャンプショット 調教師　薮口一麻（浦和）

父　タイムパラドックス 生産牧場　新生ファーム 南関東：2019/01/15～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 牡6歳 馬主　藤江勢津男

母　エムワイスカレット（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町 6枠8番 黒鹿毛 生年月日　2013年4月6日

地方収得賞金　4,805,000円 グローリアスライブ 調教師　高月賢一（川崎） 父　ブラックタキシード 生産牧場　佐藤静子

北海道：2016/07/13～　9戦1勝（2着3回、3着2回） 牝3歳 馬主　日下部勝徳 母　フジアンジュ（父　マヤノトップガン） 産地　新冠町

南関東：2016/12/30～　31戦2勝（2着1回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2016年4月20日 地方収得賞金　11,176,000円

5枠6番 父　ゴールドヘイロー 生産牧場　有限会社大作ステーブル 北海道：2015/08/05～　6戦2勝（2着1回、3着2回）

カゲカツ 調教師　長谷川忍（浦和） 母　ルーマードダイヤ（父　シーキングザダイヤ） 産地　新冠町 南関東：2015/11/30～　54戦2勝（2着2回、3着5回）

牡5歳 馬主　爲永良弘 地方収得賞金　3,660,000円

栗毛 生年月日　2014年4月3日 北海道：2018/05/23～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 11R

父　ロードアルティマ 生産牧場　藤春修二 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 4枠4番

母　エメラルドコースト（父　ダンスインザダーク） 産地　浦河町 南関東：2019/01/01～　2戦0勝（2着1回、3着1回） ガーネットノーム 調教師　伊藤滋規（船橋） 

地方収得賞金　4,773,000円 7枠9番 牝4歳 馬主　（有）木村牧場

北海道：2016/05/04～　6戦1勝（2着1回、3着1回） モリノラピス 調教師　佐藤賢二（船橋） 鹿毛 生年月日　2015年4月6日

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 牝3歳 馬主　森和久 父　ヴァーミリアン 生産牧場　木村牧場

兵庫：2016/12/22～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2016年3月9日 母　サウスサプライズ（父　サウスヴィグラス） 産地　日高町

北海道：2017/06/21～　7戦1勝（2着3回、3着1回） 父　ブラックタイド 生産牧場　オリオンファーム 地方収得賞金　10,835,000円

南関東：2017/11/24～　20戦0勝（2着4回、3着2回） 母　カーリア（父　Ｃａｒｓｏｎ　Ｃｉｔｙ） 産地　日高町 北海道：2017/05/23～　6戦1勝（2着2回、3着1回）

7枠10番 地方収得賞金　3,575,000円 南関東：2017/10/26～　19戦3勝（2着3回、3着2回）

プリサイスサンデー 調教師　野口孝（浦和） 北海道：2018/05/17～　9戦2勝（2着2回、3着1回） 5枠5番

セン7歳 馬主　前田敏文 南関東：2018/12/21～　2戦1勝（2着0回、3着0回） ミスアンナ 調教師　新井清重（船橋） 

栗毛 生年月日　2012年4月19日 8枠12番 牝5歳 馬主　（有）新生ファーム

父　プリサイスエンド 生産牧場　真歌伊藤牧場 ヤマジュンハナビ 調教師　宇野木数徳（浦和） 黒鹿毛 生年月日　2014年3月7日

母　ミサトペニー（父　オペラハウス） 産地　新ひだか町 牝3歳 馬主　山下洵一郎 父　タイムパラドックス 生産牧場　新生ファーム

地方収得賞金　3,624,000円 青鹿毛 生年月日　2016年3月18日 母　ミスプロ（父　アフリート） 産地　日高町

北海道：2014/05/15～　39戦7勝（2着3回、3着10回） 父　プリサイスエンド 生産牧場　ヒダカフアーム 地方収得賞金　12,698,000

南関東：2017/02/28～　23戦2勝（2着3回、3着4回） 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 北海道：2016/05/12～　11戦1勝（2着1回、3着2回）

地方収得賞金　2,960,000円 南関東：2016/12/06～　17戦4勝（2着1回、3着2回）

北海道：2018/06/27～　7戦1勝（2着1回、3着3回） 北海道：2018/08/02～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/11/21～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2018/11/07～　5戦0勝（2着0回、3着1回）

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 12R

1R　⑤リコーモーゼル 8枠10番

3R　①リュウノテラス プリムラジュリアン 調教師　山越光（浦和） 

5R　③クリーンチャンス 牝4歳 馬主　福山清二

6R　⑥フレアリングデット 鹿毛 生年月日　2015年5月19日

9R　④チェリールックス　⑤ハシノオージャ　⑦ゴリョウサン 父　セイントアレックス 生産牧場　福山牧場

　　　⑧ボヌールアヴ 母　バンローズ（父　ローエングリン） 産地　日高町

11R　④コーズウェイ 地方収得賞金　5,348,000円

北海道：2017/07/26～　16戦5勝（2着4回、3着2回）

　うち他地区参戦：4戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2019/01/11～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

◆2018　留守杯日高賞［水沢］　3着

2/12(火) 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
３着

前走
１着

応援よろしくね♪


