
2R 5R 10R

1枠1番 5枠5番 5枠5番

スピーディーゴッド 調教師　平田正一（川崎） プリサイスサンデー 調教師　野口孝（浦和） プリムラジュリアン 調教師　山越光（浦和） 

牡3歳 馬主　（株）Ｎｉｃｋｓ セン7歳 馬主　前田敏文 牝4歳 馬主　福山清二

鹿毛 生年月日　2016年3月11日 栗毛 生年月日　2012年4月19日 鹿毛 生年月日　2015年5月19日

父　シニスターミニスター 生産牧場　静内山田牧場 父　プリサイスエンド 生産牧場　真歌伊藤牧場 父　セイントアレックス 生産牧場　福山牧場

母　マトゥリアルカ（父　クリプティックラスカル） 産地　新ひだか町 母　ミサトペニー（父　オペラハウス） 産地　新ひだか町 母　バンローズ（父　ローエングリン） 産地　日高町

地方収得賞金　1,469,000円 地方収得賞金　3,624,000円 地方収得賞金　5,648,000円

北海道：2018/05/23～　7戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2014/05/15～　39戦7勝（2着3回、3着10回） 北海道：2017/07/26～　16戦5勝（2着4回、3着2回）

岩手：2018/10/15～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/02/28～　25戦2勝（2着3回、3着4回） 　うち他地区参戦：4戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2019/01/01～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 7枠9番 南関東：2019/01/11～　3戦0勝（2着1回、3着0回）

5枠5番 ハピリン 調教師　山越光（浦和） ◆2018　留守杯日高賞［水沢］　3着

ケープフィア 調教師　稲益貴弘（船橋） 牝5歳 馬主　水田栄之助 6枠8番

牝3歳 馬主　尾崎智大 栗毛 生年月日　2014年4月5日 ピコタン 調教師　工藤伸輔（浦和） 

黒鹿毛 生年月日　2016年4月18日 父　アサクサキングス 生産牧場　藤本友則 牝4歳 馬主　グリーンウッド（株）

父　シンボリクリスエス 生産牧場　小林仁 母　ギャラントユウリ（父　リンドシェーバー） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2015年4月11日

母　ロックフォーティ（父　ロックオブジブラルタル） 産地　浦河町 地方収得賞金　4,630,000円 父　バンブーエール 生産牧場　山田牧場

地方収得賞金　1,625,000円 北海道：2016/05/25～　14戦1勝（2着2回、3着0回） 母　マイネパトリシア（父　シルヴァーエンディング） 産地　浦河町

北海道：2018/05/17～　5戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2016/12/21～　36戦2勝（2着0回、3着3回） 地方収得賞金　6,252,000円

南関東：2018/10/01～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2017/07/26～　5戦1勝（2着1回、3着1回）

5枠6番 7R 南関東：2017/10/24～　18戦2勝（2着1回、3着2回）

アキロック 調教師　米谷康秀（船橋） 4枠4番

牡3歳 馬主　（株）ＭＭＣ カゲカツ 調教師　長谷川忍（浦和） 11R　第65回桜花賞〔SⅠ〕（GRANDAME-JAPAN2019）

黒鹿毛 生年月日　2016年4月9日 牡5歳 馬主　爲永良弘 3枠3番

父　スマートロビン 生産牧場　サンシャイン牧場 栗毛 生年月日　2014年4月3日 ナラ 調教師　湯前良人（笠松）

母　コンテッサ（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町 父　ロードアルティマ 生産牧場　藤春修二 牝3歳 馬主　（有）ホースケア

地方収得賞金　1,435,000円 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 鹿毛 生年月日　2016年4月21日

北海道：2018/06/28～　7戦1勝（2着0回、3着2回） 地方収得賞金　4,773,000円 父　シニスターミニスター 生産牧場　グランド牧場

南関東：2018/12/11～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/05/04～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 母　グランドエナジー（父　フレンチデピュティ） 産地　新ひだか町

7枠9番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　2,364,000円

サキコトレーヴォ 調教師　酒井一則（浦和） 兵庫：2016/12/22～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/05/23～　8戦1勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　平賀眞吾 北海道：2017/06/21～　7戦1勝（2着3回、3着1回） 笠松：2018/12/13～　7戦1勝（2着1回、3着1回）

青鹿毛 生年月日　2016年4月13日 南関東：2017/11/24～　22戦0勝（2着4回、3着2回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　ダノンシャンティ 生産牧場　栄進牧場 8枠12番 7枠9番

母　エーシンアガペー（父　ロージズインメイ） 産地　浦河町 ラッドカバレッタ 調教師　長谷川忍（浦和） ラブミーピンク 調教師　堀千亜樹（大井） 

地方収得賞金　1,500,000円 牝4歳 馬主　高山竜二 牝3歳 馬主　小林祥晃

北海道：2018/05/23～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2015年3月28日 鹿毛 生年月日　2016年3月21日

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 父　ストロングリターン 生産牧場　下河辺牧場 父　タイキシャトル 生産牧場　へいはた牧場

南関東：2019/01/15～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 母　スイートテイスト（父　Ｓａｌｔ　Ｌａｋｅ） 産地　日高町 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

7枠10番 地方収得賞金　2,670,000円 地方収得賞金　12,015,000円

マリエリーノ 調教師　佐々木清明（船橋） 北海道：2017/07/26～　17戦5勝（2着3回、3着0回） 北海道：2018/05/10～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

牝3歳 馬主　沖田方子 南関東：2018/11/19～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/09/19～　9戦1勝（2着1回、3着1回）

栗毛 生年月日　2016年3月20日 ◆2018　東京2歳優駿牝馬［大井］　2着

父　セイントアレックス 生産牧場　沖田牧場 8R 8枠10番

母　イエスミートゥー（父　アドマイヤジャパン） 産地　日高町 3枠3番 アークヴィグラス 調教師　嶋田幸晴（大井）

地方収得賞金　1,260,000円 フェアリーキス 調教師　佐藤厚弘（船橋） 牝3歳 馬主　アークフロンティア（株）

北海道：2018/05/02～　10戦1勝（2着1回、3着2回） 牝6歳 馬主　橋本富夫 栗毛 生年月日　2016年5月18日

南関東：2018/11/15～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2013年6月4日 父　サウスヴィグラス 生産牧場　村上牧場

父　アジュディケーティング 生産牧場　ベルモントファーム 母　キセキノショウリ（父　フジキセキ） 産地　新冠町

3R 母　ホープフェアリー（父　テンパレートシル） 産地　新冠町 地方収得賞金　58,700,000円

4枠4番 地方収得賞金　10,898,000円 北海道：2018/05/31～　6戦4勝（2着0回、3着0回）

スターグルーヴ 調教師　冨田敏男（浦和） 北海道：2015/06/25～　7戦2勝（2着3回、3着0回） 南関東：2018/11/27～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

牝5歳 馬主　冨田藤男 南関東：2015/12/10～　9戦0勝（2着1回、3着2回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2014年4月24日 北海道：2016/08/10～　1戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2018　東京2歳優駿牝馬［大井］　1着

父　サムライハート 生産牧場　鎌田正嗣 南関東：2017/01/10～　46戦3勝（2着3回、3着4回） ◆2018　エーデルワイス賞［門別］　1着　　◆2018　ローレル賞［川崎］　1着

母　ミルダイヤ（父　ヘクタープロテクター） 産地　浦河町 ◆2018　リリーC［門別］　1着　　◆2018　フルールC［門別］　1着

地方収得賞金　1,972,000円 9R

北海道：2016/05/24～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 7枠9番 12R

金沢：2016/09/18～　7戦2勝（2着1回、3着0回） エイシングラニ 調教師　宇野木数徳（浦和） 6枠8番

南関東：2016/01/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 牡5歳 馬主　岡本育枝 トンドゥアモール 調教師　岡田一男（浦和）

笠松：2017/03/22～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 芦毛 生年月日　2014年4月19日 牝6歳 馬主　上野耕一

南関東：2017/07/03～　40戦0勝（2着0回、3着0回） 父　タニノギムレット 生産牧場　高野牧場 黒鹿毛 生年月日　2013年4月29日

5枠5番 母　マシロンガール（父　Ｗｉｔｈ　Ａｐｐｒｏｖａｌ） 産地　浦河町 父　スパイキュール 生産牧場　滝本健二

ヴァローダムーン 調教師　宇野木数徳（浦和） 地方収得賞金　5,480,000円 母　オリジナルデザート（父　リアルシヤダイ） 産地　日高町

牝8歳 馬主　岡本育枝 北海道：2016/08/18～　7戦1勝（2着0回、3着2回） 地方収得賞金　15,480,000円

栗毛 生年月日　2011年3月29日 兵庫：2016/12/22～　11戦2勝（2着0回、3着1回） 北海道：2015/06/17～　9戦2勝（2着2回、3着3回）

父　ジャイアントレッカー 生産牧場　厚賀古川牧場 南関東：2017/09/14～　20戦2勝（2着0回、3着1回） 南関東：2015/11/30～　46戦3勝（2着7回、3着3回）

母　サンエムバラード（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 8枠11番

地方収得賞金　9,889,000円 オルガンパイプ 調教師　山本学（船橋） ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
北海道：2013/05/03～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　手嶋康雄 2R　②エラミカ　⑩トゥラヴユーモア　

兵庫：2013/08/30～　16戦2勝（2着3回、3着4回） 栗毛 生年月日　2015年3月6日 6R　⑥フォーユアラヴ　

南関東：2014/08/13～　83戦4勝（2着5回、3着11回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　佐竹学 7R　⑥リュウノセレナーデ

6枠6番 母　キャッツプライド（父　Ｈｅｎｎｅｓｓｙ） 産地　新ひだか町 9R　⑦リコーヴィニャーレ

ミカドウェザリア 調教師　川村守男（浦和） 地方収得賞金　3,475,000円 10R　⑦ビジネスライク

牝9歳 馬主　木村重和 北海道：2017/07/12～　17戦4勝（2着2回、3着4回） 11R　⑦サハラファイター

栗毛 生年月日　2010年2月9日 南関東：2018/12/14～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

父　ファンタスティックライト 生産牧場　有限会社グッドラック・ファーム

母　アシュカル（父　グランデラ） 産地　日高町 ●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
地方収得賞金　10,234,000円 1R　②ブルーリバンド　③ランタン

北海道：2012/05/24～　11戦1勝（2着0回、3着1回） 2R　②ファイナルマーク　③リンノプレミアム

南関東：2012/12/18～　108戦6勝（2着4回、3着5回） 3R　①ビジネスチャンス　④エイシンベラドンナ

4R　②カンタベリーハート　

4R 5R　⑦アウトザブルー

6枠7番 6R　⑪ゴーウン

クラセイジョ 調教師　藤原智行（浦和） 7R　④レモンホープ

牝6歳 馬主　倉見利弘 8R　⑦プレジデントスワン

栗毛 生年月日　2013年4月30日 9R　④アップバング

父　サイレントディール 生産牧場　倉見牧場 10R　⑥ユーセイスラッガー

母　クラビッグレディ（父　ブラックタイアフェアー） 産地　日高町 12R　①コホウノウグイス　③ボクイケメン

地方収得賞金　5,416,000円

北海道：2015/05/14～　13戦1勝（2着0回、3着0回）

金沢：2015/12/13～　24戦4勝（2着2回、3着3回）

　うち他地区参戦：4戦2勝（2着0回、3着2回）

南関東：2016/12/19～　40戦1勝（2着5回、3着1回）

3/27(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
３着

前走
１着

前走
３着

笠松競馬
所 属

応援よろしくね♪


