
1R 5R 9R

1枠1番 1枠1番 3枠3番

ハッピーエマーブル 調教師　平山真希（浦和） ヒメガミ 調教師　海馬澤司（浦和） リュウノマックス 調教師　齊藤敏（船橋） 

牝3歳 馬主　会田裕一 牝7歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 牡4歳 馬主　蓑島竜一

栗毛 生年月日　2016年4月20日 黒鹿毛 生年月日　2012年5月14日 青鹿毛 生年月日　2015年4月22日

父　サウスヴィグラス 生産牧場　グローリーファーム 父　スタチューオブリバティ 生産牧場　フジワラフアーム 父　アドマイヤマックス 生産牧場　小野瀬竜馬

母　アースエマーブル（父　キングヘイロー） 産地　新ひだか町 母　ピエナプリンセス（父　デヒア） 産地　新ひだか町 母　チーマ（父　ミルジヨージ） 産地　清水町

地方収得賞金　1,700,000円 地方収得賞金　9,621,000円 地方収得賞金　3,660,000円

北海道：2018/05/10～　10戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2014/07/10～　7戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2017/05/18～　10戦0勝（2着1回、3着2回）

　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回） 愛知：2014/12/04～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 岩手：2017/10/28～　3戦0勝（2着1回、3着1回）

岩手：2018/12/23～　1戦0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） 南関東：2018/01/17～　10戦0勝（2着3回、3着2回）

4枠4番 愛知：2015/01/13～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

サキコトレーヴォ 調教師　酒井一則（浦和） 金沢：2015/03/22～　7戦4勝（2着0回、3着0回） 10R

牝3歳 馬主　平賀眞吾 南関東：2015/07/01～　29戦5勝（2着7回、3着1回） 5枠5番

青鹿毛 生年月日　2016年4月13日 トキノマツカゼ 調教師　八木正喜（川崎）

父　ダノンシャンティ 生産牧場　栄進牧場 6R 牡4歳 馬主　田中準市

母　エーシンアガペー（父　ロージズインメイ） 産地　浦河町 5枠6番 黒鹿毛 生年月日　2015年5月27日

地方収得賞金　1,500,000円 ピカリン 調教師　工藤伸輔（浦和） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　本桐牧場

北海道：2018/05/23～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 牝5歳 馬主　篠原憲雄 母　ミスダイナクリス（父　Ｄｙｎａｆｏｒｍｅｒ） 産地　新ひだか町

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2014年3月24日 地方収得賞金　5,738,000円

南関東：2019/01/15～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　キングヘイロー 生産牧場　森永聡 北海道：2017/06/07～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

5枠6番 母　サイキョウヒカリ（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町 南関東：2017/10/09～　15戦2勝（2着2回、3着1回）

メルシーキララ 調教師　稲葉道行（浦和） 地方収得賞金　3,971,000円

牝3歳 馬主　大黒富美子 北海道：2016/06/23～　15戦1勝（2着2回、3着6回） 11R　第11回ユングフラウ賞〔SⅡ〕（桜花賞トライアル）

黒鹿毛 生年月日　2016年3月16日 南関東：2017/11/22～　22戦2勝（2着0回、3着3回） 3枠3番

父　グランプリボス 生産牧場　出口牧場 7枠9番 スティールティアラ 調教師　高野毅（大井） 

母　ゴールデンポケット（父　ジャングルポケット） 産地　日高町 モリデンワルツ 調教師　山越光（浦和） 牝3歳 馬主　菅野守雄

地方収得賞金　1,722,000円 牡4歳 馬主　森田芳男 栗毛 生年月日　2016年4月17日

北海道：2018/05/09～　8戦0勝（2着1回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2015年4月9日 父　サウスヴィグラス 生産牧場　村上牧場

岩手：2018/10/15～　5戦2勝（2着2回、3着0回） 父　ロジユニヴァース 生産牧場　森田芳男 母　ラヴィール（父　キンググローリアス） 産地　新ひだか町

8枠11番 母　モリデンヴィーナス（父　ジェニュイン） 産地　新冠町 地方収得賞金　6,925,000円

サンダーキング 調教師　河津裕昭（川崎） 地方収得賞金　2,460,000円 北海道：2018/07/05～　7戦1勝（2着1回、3着0回）

牡3歳 馬主　村山忠弘 北海道：2017/05/18～　9戦1勝（2着0回、3着2回） 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2016年3月14日 南関東：2017/11/22～　12戦0勝（2着1回、3着2回） ◆2018　フローラルC［門別］　2着

父　キングヘイロー 生産牧場　鹿戸美明 6枠7番

母　クイーンブルー（父　アドマイヤベガ） 産地　日高町 7R ラブミーピンク 調教師　堀千亜樹（大井） 

地方収得賞金　1,761,000円 3枠3番 牝3歳 馬主　小林祥晃

北海道：2018/05/09～　8戦0勝（2着0回、3着2回） エイシングラニ 調教師　宇野木数徳（浦和） 鹿毛 生年月日　2016年3月21日

金沢：2018/11/04～　5戦1勝（2着2回、3着0回） 牡5歳 馬主　岡本育枝 父　タイキシャトル 生産牧場　へいはた牧場

南関東：2019/01/28～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 芦毛 生年月日　2014年4月19日 母　キモンオレンジ（父　ダンスインザダーク） 産地　新ひだか町

父　タニノギムレット 生産牧場　高野牧場 地方収得賞金　12,015,000円

2R 母　マシロンガール（父　Ｗｉｔｈ　Ａｐｐｒｏｖａｌ） 産地　浦河町 北海道：2018/05/10～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

8枠11番 地方収得賞金　4,480,000円 南関東：2018/09/19～　7戦1勝（2着1回、3着1回）

ミユファンタジー 調教師　岡田一男（浦和） 北海道：2016/08/18～　7戦1勝（2着0回、3着2回） ◆2018　東京2歳優駿牝馬［大井］　2着

牝4歳 馬主　上野耕一 兵庫：2016/12/22～　11戦2勝（2着0回、3着1回） 7枠10番

鹿毛 生年月日　2015年3月5日 南関東：2017/09/14～　18戦1勝（2着0回、3着1回） ビービーガナール 調教師　武井和実（川崎）

父　アッミラーレ 生産牧場　寺井文秀 7枠9番 牝3歳 馬主　（有）坂東牧場

母　マックスビート（父　マイネルセレクト） 産地　えりも町 ペンタス 調教師　林幻（船橋） 黒鹿毛 生年月日　2016年5月4日

地方収得賞金　1,117,000円 牝4歳 馬主　細川大輔 父　ビービーガルダン 生産牧場　賀張三浦牧場

北海道：2017/06/08～　18戦2勝（2着0回、3着3回） 栗毛 生年月日　2015年5月9日 母　リーガルアミューズ（父　アグネスタキオン） 産地　日高町

南関東：2018/11/21～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 父　エスポワールシチー 生産牧場　カタオカフアーム 地方収得賞金　7,175,000円

母　イーエルブロッサム（父　ラストタイクーン） 産地　新ひだか町 北海道：2018/05/09～　7戦2勝（2着0回、3着1回）

3R 地方収得賞金　2,480,000円 南関東：2018/12/17～　3戦3勝（2着0回、3着0回）

3枠3番 北海道：2017/05/24～　17戦4勝（2着3回、3着4回）

バジガクミライ 調教師　山中尊徳（船橋） 南関東：2019/01/16～　1戦0勝（2着0回、3着0回） ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
牝6歳 馬主　（株）馬事学院 1R　⑧ブレイクスルー

鹿毛 生年月日　2013年5月7日 8R 2R　②バクシンスカイ

父　ヴァーミリアン 生産牧場　豊洋牧場 5枠5番 4R　①テツワンイナキチ

母　メジロマルチネス（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 セブンスコード 調教師　川島豊（浦和） 5R　②トゥラヴユーモア

地方収得賞金　4,190,000円 牡4歳 馬主　（株）ファーストビジョン 6R　①エイシンネッケツ　④キョショウ　⑨クラトキン

北海道：2015/05/28～　12戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2015年4月23日 7R　⑩チョウコイコイ

愛知：2015/12/24～　7戦1勝（2着2回、3着2回） 父　ストロングリターン 生産牧場　三宅牧場 8R　③タイガーハウス　⑤ピラミッドベニー

北海道：2016/04/21～　14戦0勝（2着2回、3着0回） 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 10R　①スターレーン

南関東：2017/01/31～　37戦1勝（2着4回、3着5回） 地方収得賞金　4,377,000円 11R　④パッパカ　⑧キール

5枠6番 北海道：2017/08/30～　6戦0勝（2着1回、3着2回）

ウィンディスカイ 調教師　柘榴浩樹（浦和） 南関東：2017/12/12～　20戦3勝（2着2回、3着0回）

牝6歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 6枠7番

鹿毛 生年月日　2013年3月30日 エイシンレパード 調教師　藤原智行（浦和） 

父　ディープスカイ 生産牧場　沖田牧場 牡4歳 馬主　平野友保

母　ウィンディガーデン（父　タニノギムレット） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2015年2月5日

地方収得賞金　4,878,000円 父　エーシンフォワード 生産牧場　栄進牧場

北海道：2015/05/13～　8戦1勝（2着0回、3着0回） 母　エイシントパーズ（父　アドマイヤムーン） 産地　浦河町

兵庫：2015/12/23～　6戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　4,395,000円

北海道：2016/05/25～　11戦0勝（2着3回、3着2回） 北海道：2017/08/23～　5戦1勝（2着1回、3着0回）

金沢：2016/11/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/12/21～　19戦1勝（2着2回、3着3回）

愛知：2016/12/16～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2017/02/03～　13戦0勝（2着0回、3着0回） ●本日の騎乗予定　桑村 真明騎手
6枠8番 浦和11R　③スティールティアラ

スターグルーヴ 調教師　冨田敏男（浦和）

牝5歳 馬主　冨田藤男 ●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
鹿毛 生年月日　2014年4月24日 1R　②ポタラ　⑧スイープアサイド

父　サムライハート 生産牧場　鎌田正嗣 2R　①ベロナサンライズ　⑥キティホーク　⑧モエレキンジトウ

母　ミルダイヤ（父　ヘクタープロテクター） 産地　浦河町 　　　⑨ドミノパス　⑩ハナミン

地方収得賞金　1,972,000円 3R　②カンタベリーハート　③ボクイケメン

北海道：2016/05/24～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 5R　①マッテマシタ

金沢：2016/09/18～　7戦2勝（2着1回、3着0回） 7R　①ミオサヴァイブ　⑥レモンホープ　⑧ヨミ

南関東：2016/01/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 9R　①アップバング

笠松：2017/03/22～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 10R　①マコトハインケル　

南関東：2017/07/03～　38戦0勝（2着0回、3着0回） 11R　③ヤコウレッシャ

7枠10番

ヴァローダムーン 調教師　宇野木数徳（浦和）

牝8歳 馬主　岡本育枝

栗毛 生年月日　2011年3月29日

父　ジャイアントレッカー 生産牧場　厚賀古川牧場

母　サンエムバラード（父　アグネスタキオン） 産地　日高町

地方収得賞金　9,889,000円

北海道：2013/05/03～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

兵庫：2013/08/30～　16戦2勝（2着3回、3着4回）

南関東：2014/08/13～　82戦4勝（2着5回、3着11回）

2/13(水) 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
２着

前走
１着

前走
２着

転入後
初出走

前走
１着

浦和メインは桜花賞トライアル・

第11回ユングフラウ賞！

北海道・桑村真明ジョッキーが

③スティールティアラに騎乗します♪


