
1R 5R 10R

6枠7番 2枠2番 2枠2番

タイガーパンチ 調教師　稲葉道行（浦和） ビービービージー 調教師　高月賢一（川崎） ナイトフィーバー 調教師　田邊陽一（川崎）

牝3歳 馬主　大黒富美子 牡6歳 馬主　二口雅一 牝8歳 馬主　酒井孝敏

黒鹿毛 生年月日　2016年3月28日 青鹿毛 生年月日　2013年4月12日 栗毛 生年月日　2011年2月21日

父　ヘニーヒューズ 生産牧場　フジワラフアーム 父　ビービーガルダン 生産牧場　有限会社　三石軽種馬共同育成センター 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

母　マーヴェリックス（父　Ｓｍａｒｔ　Ｓｔｒｉｋｅ） 産地　新ひだか町 母　ニシノエルハーブ（父　エルハーブ） 産地　新ひだか町 母　スズカノオジョー（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　775,000円 地方収得賞金　6,347,000円 地方収得賞金　20,800,000円

北海道：2018/08/02～　3戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2015/08/27～　6戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2013/08/22～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

岩手：2018/10/15～　5戦0勝（2着3回、3着2回） 南関東：2016/01/29～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2013/12/27～　67戦5勝（2着11回、3着9回）

南関東：2019/01/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/04/27～　8戦2勝（2着2回、3着1回）

6枠8番 南関東：2016/10/14～　31戦2勝（2着1回、3着5回） 11R

ラッキーメッセージ 調教師　藤原智行（浦和） 7枠9番 1枠1番

牝3歳 馬主　山口明彦 クラデジャブー 調教師　藤原智行（浦和） クインザヒーロー 調教師　新井清重（船橋）

栗毛 生年月日　2016年2月8日 牡8歳 馬主　倉見利弘 牡6歳 馬主　伊藤將

父　エスポワールシチー 生産牧場　山口明彦 黒鹿毛 生年月日　2011年4月12日 鹿毛 生年月日　2013年5月2日

母　ウィンメッセージ（父　ウイニングチケット） 産地　平取町 父　ファンタスティックライト 生産牧場　倉見牧場 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　長浜忠

地方収得賞金　1,000,000円 母　クラダッチューノ（父　サクラダイオー） 産地　日高町 母　クインオブクイン（父　キングヘイロー） 産地　新冠町

北海道：2018/06/21～　10戦1勝（2着2回、3着2回） 地方収得賞金　11,286,000円 地方収得賞金　26,625,000円

南関東：2019/01/09～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2013/05/08～　12戦1勝（2着3回、3着3回） 北海道：2015/05/21～　11戦1勝（2着3回、3着1回）

南関東：2013/12/03～　95戦6勝（2着9回、3着7回） 南関東：2015/12/28～　38戦5勝（2着7回、3着2回）

2R 4枠4番

4枠4番 6R ジャーニーマン 調教師　内田勝義（川崎） 

セントサレディー 調教師　長谷川忍（浦和） 2枠2番 牡6歳 馬主　（有）グランド牧場

牝3歳 馬主　杉浦和也 ビービーブレイデン 調教師　山崎尋美（川崎） 鹿毛 生年月日　2013年3月15日

黒鹿毛 生年月日　2016年4月19日 牡3歳 馬主　（有）坂東牧場 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

父　アッミラーレ 生産牧場　山野牧場 栗毛 生年月日　2016年2月9日 母　リバティーベル（父　アサティス） 産地　新ひだか町

母　エイシンルンルン（父　マヤノトップガン） 産地　新ひだか町 父　ビービーガルダン 生産牧場　賀張三浦牧場 地方収得賞金　50,498,000円 中央収得賞金　1,600,000円

地方収得賞金　1,381,000円 母　ビービープレジャー（父　アラジ） 産地　日高町 北海道：2015/07/21～　6戦2勝（2着0回、3着2回）

北海道：2018/05/10～　7戦0勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　1,590,000円 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

笠松：2018/10/19～　4戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2018/05/17～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2016/01/07～　23戦6勝（2着1回、3着4回）

◆2018　ジュニアキング［笠松］　2着 南関東：2018/10/18～　5戦0勝（2着0回、3着2回） ◆2018　東京スポーツ霜月杯［川崎］　1着

5枠6番 4枠4番 ◆2017　スポーツニッポン卯月杯［川崎］　1着

ダイナミックスルー 調教師　野口孝（浦和） キャッスルキング 調教師　渋谷信博（船橋） ◆2017　東京中日スポーツ弥生杯［川崎］　1着

牝3歳 馬主　千田裕美 牡3歳 馬主　城市公 ◆2018　スポーツニッポン卯月杯［川崎］　2着

黒鹿毛 生年月日　2016年5月14日 鹿毛 生年月日　2016年4月6日 ◆2016　羽田盃［大井］　3着　　◆2016　戸塚記念［川崎］　3着

父　ロードバリオス 生産牧場　原フアーム 父　リーチザクラウン 生産牧場　城市公 ◆2016　ニューイヤーC［浦和］　3着　　◆2015　サンライズC［門別］　3着

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 母　キャッスルスピカ（父　タイキブリザード） 産地　新ひだか町 ◆2016　'16スパーキングサマーチャレンジ［川崎］　3着

地方収得賞金　1,110,000円 地方収得賞金　3,480,000円 6枠7番

北海道：2018/05/22～　9戦1勝（2着1回、3着3回） 北海道：2018/05/17～　11戦0勝（2着2回、3着1回） シェアハッピー 調教師　澤佳宏（大井）

南関東：2018/12/25～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/12/12～　3戦2勝（2着0回、3着0回） 牝5歳 馬主　天堀忠博

7枠10番 青鹿毛 生産牧場　門別敏朗

3R ボルドーシエル 調教師　水野貴史（浦和） 父　ハイアーゲーム 生年月日　2014年4月12日

7枠10番 牝3歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 母　ポンデュガール（父　フォーティナイナー） 産地　日高町

ドリームディバ 調教師　野口寛仁（浦和） 黒鹿毛 生年月日　2016年3月8日 地方収得賞金　32,315,000円

牝9歳 馬主　石川邦明 父　タイキシャトル 生産牧場　柏木一則 北海道：2016/05/19～　8戦2勝（2着1回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2010年1月23日 母　マイネソシオ（父　タニノギムレット） 産地　新冠町 南関東：2016/12/31～　18戦2勝（2着3回、3着1回）

父　トワイニング 生産牧場　丸幸小林牧場 地方収得賞金　2,674,000円 ◆2017　'17桃花賞［大井］　1着

母　マリンパンサー（父　ティンバーカントリー） 産地　浦河町 北海道：2018/05/10～　7戦1勝（2着0回、3着1回） ◆2016　ロジータ記念［川崎］　2着　　◆2016　リリーC［門別］　2着

地方収得賞金　11,646,000円 岩手：2018/09/17～　4戦0勝（2着2回、3着1回） ◆2018　さざんか賞［船橋］　2着

北海道：2012/06/13～　11戦2勝（2着1回、3着1回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2012/12/25～　64戦7勝（2着7回、3着15回） 南関東：2018/12/25～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 12R

◆2018　ラブミーチャン記念［笠松］　3着 1枠1番

4R クインザクイン 調教師　新井清重（船橋） 

5枠5番 7R 牝5歳 馬主　伊藤將

ジャストミート 調教師　水野貴史（浦和） 3枠3番 鹿毛 生産牧場　つつみ牧場

牝4歳 馬主　泉俊二 クラコンボイ 調教師　藤原智行（浦和） 父　ファスリエフ 生年月日　2014年4月18日

芦毛 生年月日　2015年4月18日 牡4歳 馬主　倉見利弘 母　レスティヴコマンダ（父　コマンダーインチーフ） 産地　新冠町

父　ワークフォース 生産牧場　グランド牧場 鹿毛 生年月日　2015年2月18日 地方収得賞金　8,565,000円

母　スズカカラーズ（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 父　アッミラーレ 生産牧場　倉見牧場 北海道：2016/08/30～　6戦1勝（2着3回、3着1回）

地方収得賞金　2,107,000円 母　クラローザ（父　ホリスキー） 産地　日高町 南関東：2016/12/30～　29戦2勝（2着5回、3着1回）

北海道：2017/05/31～　19戦2勝（2着2回、3着7回） 地方収得賞金　2,270,000円

南関東：2018/10/23～　6戦0勝（2着2回、3着0回） 北海道：2017/06/29～　10戦1勝（2着0回、3着1回） ●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
6枠8番 南関東：2017/12/21～　6戦0勝（2着1回、3着0回） 1R　①リコートルーパー　⑦エムティシルバー　

ドラゴンクイン 調教師　新井清重（船橋） 北海道：2018/04/18～　13戦2勝（2着1回、3着2回） 3R　③ファイナルマーク　⑥ゲリュオラ　⑦アッパレダイテン

牝4歳 馬主　伊藤將 6枠7番 4R　②ハッピーフェイス　④リンノプレミアム　⑦ディーエスプロット

芦毛 生年月日　2015年4月30日 ハードパンチャー 調教師　平山真希（浦和） 　　　⑨ズオズオエンジェル

父　シルバーチャーム 生産牧場　田村靖典 牡4歳 馬主　木村勝 6R　④ボンヤリ　⑨ダンスアワード

母　サクラマシェリ（父　キングカメハメハ） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2015年4月30日 7R　①フライングサラ　⑤クラリテディーオ　⑪ティーガー

地方収得賞金　2,175,000円 父　トーセンホマレボシ 生産牧場　大川牧場 10R　②マイサクラ　⑨コッチネッラ

北海道：2017/07/06～　8戦1勝（2着1回、3着1回） 母　シズパンチ（父　タップダンスシチー） 産地　厚真町 12R　③タラレバ　⑥プラチナクイン

南関東：2018/01/04～　11戦0勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　2,300,000円

8枠12番 北海道：2017/05/11～　12戦1勝（2着1回、3着2回）

レディゴディバ 調教師　山田質（川崎） 南関東：2018/02/16～　19戦0勝（2着1回、3着1回）

牝4歳 馬主　檜森高史

鹿毛 生年月日　2015年4月28日 ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
父　アルデバラン２ 生産牧場　二風谷ファーム 1R　③プリティカメリア　⑩グローリーシェリー

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 2R　①キュープライト　②ファーストライト　⑤ハッピーアントニア

地方収得賞金　2,147,000円 3R　④イリア

北海道：2017/08/03～　8戦1勝（2着1回、3着1回） 6R　②マケマケ　④ハドロサウルス

南関東：2017/12/12～　17戦0勝（2着1回、3着1回） 7R　⑧ライツアウトマーチ

9R　②アベニンバード

10R　⑥エラミカ　⑧パッションアイコ

11R第3回園田ウインターC　⑥ハタノキセキ　⑪エイシンホクトセイ

2/14(木) 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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