
1R 3R 9R

2枠2番 3枠3番 2枠2番

ラッキーメッセージ 調教師　藤原智行（浦和） カゼノウタ 調教師　宇野木博徳（浦和） ヘビデューティー 調教師　椎名廣明（船橋） 

牝3歳 馬主　山口明彦 牝4歳 馬主　柏木一則 牡6歳 馬主　岡田壮史

栗毛 生年月日　2016年2月8日 鹿毛 生年月日　2015年5月9日 栗毛 生年月日　2013年4月8日

父　エスポワールシチー 生産牧場　山口明彦 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　柏木一則 父　カネヒキリ 生産牧場　厚賀古川牧場

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　マイネヴィント（父　ブライアンズタイム） 産地　新冠町 母　コスマグレース（父　ヘクタープロテクター） 産地　日高町

地方収得賞金　1,914,000円 地方収得賞金　1,972,000円 地方収得賞金　7,983,000円

北海道：2018/06/21～　10戦1勝（2着2回、3着2回） 北海道：2017/06/22～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2015/07/02～　9戦1勝（2着3回、3着0回）

南関東：2019/01/09～　4戦0勝（2着2回、3着0回） 岩手：2018/04/16～　11戦3勝（2着0回、3着1回） 南関東：2016/01/07～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

6枠7番 6枠8番 笠松：2016/12/30～　9戦4勝（2着1回、3着2回）

カールブライアン 調教師　林幻（船橋） ヘニークイーン 調教師　横山保（浦和） 南関東：2017/06/22～　15戦2勝（2着1回、3着1回）

牡3歳 馬主　村上正幸 牝4歳 馬主　北原大史 5枠5番

鹿毛 生年月日　2016年5月20日 栗毛 生年月日　2015年2月15日 ジャスティス 調教師　柘榴浩樹（浦和） 

父　ブラックタキシード 生産牧場　大矢牧場 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　坂本牧場 牡6歳 馬主　冨田藤男

母　カラカル（父　グリーンアプローズ） 産地　日高町 母　グレースハート（父　チーフベアハート） 産地　新ひだか町 青鹿毛 生年月日　2013年2月19日

地方収得賞金　1,743,500円 地方収得賞金　1,905,000円 父　ロージズインメイ 生産牧場　ベルモントファーム

北海道：2018/07/26～　7戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2017/08/23～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 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

南関東：2019/01/28～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2017/12/20～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　10,015,000円

8枠10番 7枠10番 北海道：2015/04/29～　13戦1勝（2着2回、3着4回）

ヘイセイノキセキ 調教師　山浦武（船橋） セユウダルク 調教師　川村守男（浦和） 金沢：2015/11/29～　1戦0勝（2着0回、3着1回）

牝3歳 馬主　沖田方子 牝4歳 馬主　新田光代 南関東：2015/12/29～　56戦1勝（2着4回、3着6回）

鹿毛 生年月日　2016年2月10日 栗毛 生年月日　2015年4月7日 ◆2015　金沢ヤングチャンピオン［金沢］　3着

父　キンシャサノキセキ 生産牧場　沖田牧場 父　フリオーソ 生産牧場　荒谷牧場

母　イエスアイキャン（父　スマートボーイ） 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 10R

地方収得賞金　1,755,000円 地方収得賞金　1,624,000円 5枠5番

北海道：2018/07/18～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2017/09/14～　12戦2勝（2着1回、3着0回） リュウノマックス 調教師　齊藤敏（船橋） 

南関東：2018/11/05～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2018/09/28～　6戦0勝（2着2回、3着0回） 牡4歳 馬主　蓑島竜一

8枠11番 青鹿毛 生年月日　2015年4月22日

セントサレディー 調教師　長谷川忍（浦和） 4R 父　アドマイヤマックス 生産牧場　小野瀬竜馬

牝3歳 馬主　杉浦和也 1枠1番 母　チーマ（父　ミルジヨージ） 産地　清水町

黒鹿毛 生年月日　2016年4月19日 ハニープレッツェル 調教師　酒井一則（浦和） 地方収得賞金　3,910,000円

父　アッミラーレ 生産牧場　山野牧場 牝7歳 馬主　（株）ボンズ 北海道：2017/05/18～　10戦0勝（2着1回、3着2回）

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 栗毛 生年月日　2012年2月6日 岩手：2017/10/28～　3戦0勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　1,981,000円 父　スニッツェル 生産牧場　ノーザンファーム 南関東：2018/01/17～　14戦0勝（2着3回、3着3回）

北海道：2018/05/10～　7戦0勝（2着1回、3着1回） 母　ハニーハント（父　エンドスウィープ） 産地　安平町

笠松：2018/10/19～　4戦1勝（2着2回、3着1回） 地方収得賞金　6,019,000円 11R

南関東：2019/02/14～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2014/07/10～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 4枠4番

◆2018　ジュニアキング［笠松］　2着 南関東：2014/10/02～　47戦0勝（2着6回、3着6回） クインザクイン 調教師　新井清重（船橋） 

2枠2番 牝5歳 馬主　伊藤將

2R エキシビジョン 調教師　吉田正美（浦和） 鹿毛 生産牧場　つつみ牧場

1枠1番 牝7歳 馬主　冨田藤男 父　ファスリエフ 生年月日　2014年4月18日

ハヤマデイズ 調教師　酒井一則（浦和） 鹿毛 生年月日　2012年3月28日 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

牡3歳 馬主　仲尾正人 父　フサイチコンコルド 生産牧場　新生ファーム 地方収得賞金　9,085,000円

鹿毛 生年月日　2016年5月7日 母　グレースペニー（父　アフリート） 産地　日高町 北海道：2016/08/30～　6戦1勝（2着3回、3着1回）

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　6,451,000円 南関東：2016/12/30～　32戦2勝（2着5回、3着2回）

母　グラナディラ（父　ファスリエフ） 産地　日高町 北海道：2014/04/23～　6戦1勝（2着0回、3着2回）

地方収得賞金　2,625,000円 金沢：2014/10/21～　4戦1勝（2着1回、3着1回） 12R

北海道：2018/05/10～　8戦1勝（2着1回、3着3回） 南関東：2015/01/01～　83戦2勝（2着7回、3着3回） 6枠7番

南関東：2018/12/16～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 7枠10番 パノラマ 調教師　新井清重（船橋） 

3枠3番 アマリアローズ 調教師　牛房榮吉（浦和） 牡5歳 馬主　伊藤壽孝

コパノワトソン 調教師　工藤伸輔（浦和） 牝7歳 馬主　荻田常人 鹿毛 生年月日　2014年4月18日

牡3歳 馬主　小林祥晃 芦毛 生年月日　2012年3月25日 父　アドマイヤムーン 生産牧場　松浦牧場

栗毛 生年月日　2016年3月24日 父　オンファイア 生産牧場　高柳隆男 母　ティエッチグリーン（父　Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ） 産地　新冠町

父　キングヘイロー 生産牧場　栄進牧場 母　オードリーアン（父　クロフネ） 産地　日高町 地方収得賞金　7,533,000円

母　エイシンオラトリオ（父　ハーツクライ） 産地　浦河町 地方収得賞金　2,822,000円 北海道：2017/04/18～　3戦0勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　2,315,000円 北海道：2014/06/29～　9戦1勝（2着1回、3着3回） 笠松：2017/06/30～　13戦3勝（2着4回、3着2回）

北海道：2018/05/02～　8戦1勝（2着2回、3着1回） 名古屋：2014/09/17～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/01/16～　19戦4勝（2着2回、3着5回）

南関東：2018/11/20～　5戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2015/04/23～　11戦0勝（2着0回、3着2回）

7枠10番 南関東：2015/10/29～　74戦1勝（2着0回、3着2回） ●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
リュウノポップス 調教師　齊藤敏（船橋） 8枠12番 2R　⑤オーゴンアレッタ　⑨セユウスマート

牡3歳 馬主　蓑島竜一 ペーンイエンテ 調教師　海馬澤司（浦和） 3R　⑤アベニンマルカート

黒鹿毛 生年月日　2016年5月9日 牝7歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 4R　③レッドエルム

父　タートルボウル 生産牧場　シンボリ牧場 栗毛 生年月日　2012年3月29日 5R　①ズオズオエンジェル　⑧ディーエスプロット

母　ムーンダンサー（父　サンデーサイレンス） 産地　日高町 父　チーフベアハート 生産牧場　田上稔 6R　⑥フリーゴーイング

地方収得賞金　2,604,000円 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 7R　③キティホーク　⑥ポタラ　⑦モエレキンジトウ

北海道：2018/07/12～　5戦1勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　5,954,000円 8R　⑩ヨミ

岩手：2018/09/30～　4戦0勝（2着1回、3着1回） 北海道：2014/05/28～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 9R　③ラヴィ

南関東：2019/02/18～　2戦0勝（2着0回、3着2回） 岩手：2014/10/20～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 10R　①ヤコウレッシャ　⑨マコトハインケル

◆2018　寒菊賞［水沢］　3着 金沢：2014/12/15～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 11R　⑨エイシンレインボー

愛知：2015/03/26～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 12R　④プラチナクイン　⑥スーパーラッド

●水沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 金沢：20015/05/12～　7戦2勝（2着2回、3着0回）

2R　⑨ロミオ 南関東：2015/10/29～　32戦2勝（2着8回、3着5回）

3R　⑨バンバンブギー

4R　②デスペチャン　⑤フローラルスキップ　⑦セイウンブラスト

　　　⑨クラリティ

5R　②ヨシノダイヤ

6R　⑨ナインハーフ

7R　①リンノキセキ　⑤シャンハイグランデ

8R　②スイングリーダー　⑦ダンストンレガーメ

11R　②サクセスストーリー　③カティサンダ

3/25(月) 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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２着
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３着


