
1R 4R 8R

2枠2番 3枠3番 3枠3番

フェアリーマジック 調教師　川村守男（浦和） ヒメガミ 調教師　海馬澤司（浦和） ジャストミート 調教師　水野貴史（浦和） 

牝2歳 馬主　（有）吉田牧場 牝7歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 牝4歳 馬主　泉俊二

鹿毛 生年月日　2017年4月27日 黒鹿毛 生年月日　2012年5月14日 芦毛 生年月日　2015年4月18日

父　リアルインパクト 生産牧場　吉田牧場 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　ワークフォース 生産牧場　グランド牧場

母　リボンノキシ（父　スクワートルスクワート） 産地　安平町 母　ピエナプリンセス（父　デヒア） 産地　新ひだか町 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

地方収得賞金　1,425,000円 地方収得賞金　9,621,000円 地方収得賞金　3,487,000円

北海道：2019/05/29～　9戦2勝（2着0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：2017/05/31～　19戦2勝（2着2回、3着7回）

6枠7番 愛知：2014/12/04～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/10/23～　24戦0勝（2着3回、3着2回）

アカフジ 調教師　川村守男（浦和） 金沢：2014/12/25～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 8枠12番

牡2歳 馬主　（有）吉田牧場 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） 

鹿毛 生年月日　2017年5月28日 金沢：2015/03/22～　7戦4勝（2着0回、3着0回） 牝3歳 馬主　平賀眞吾

父　ネオヴァンドーム 生産牧場　宮井孝典 南関東：2015/07/01～　33戦5勝（2着7回、3着1回） 青鹿毛 生年月日　2016年4月13日

母　シワクシラナミ（父　シルバーチャーム） 産地　伊達市 5枠6番 父　ダノンシャンティ 生産牧場　栄進牧場

地方収得賞金　1,025,000円 ヴァローダムーン 調教師　宇野木数徳（浦和） 母　エーシンアガペー（父　ロージズインメイ） 産地　浦河町

北海道：2019/10/29～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 牝8歳 馬主　岡本育枝 地方収得賞金　2,780,000円

南関東：2019/11/28～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 栗毛 生年月日　2011年3月29日 北海道：2018/05/23～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

7枠9番 父　ジャイアントレッカー 生産牧場　厚賀古川牧場 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

ミハルプリンセス 調教師　箕輪武（浦和） 母　サンエムバラード（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 南関東：2019/01/15～　9戦0勝（2着0回、3着2回）

牝2歳 馬主　（有）カネショウ 地方収得賞金　10,057,000円 北海道：2019/10/22～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

芦毛 生年月日　2017年5月15日 北海道：2013/05/03～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/11/27～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

父　ロードアルティマ 生産牧場　田中裕之 兵庫：2013/08/30～　16戦2勝（2着3回、3着4回）

母　ジェネスタキオン（父　アグネスタキオン） 産地　新ひだか町 南関東：2014/08/13～　90戦4勝（2着5回、3着11回） 9R

地方収得賞金　1,305,000円 5枠6番

北海道：2019/05/15～　7戦0勝（2着4回、3着2回） 5R ヨシノルキー 調教師　平山真希（浦和）

南関東：2019/11/05～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 1枠1番 牝3歳 馬主　中村吉隆

エリモミサキ 調教師　岡田一男（浦和） 黒鹿毛 生年月日　2016年5月1日

2R 牝2歳 馬主　上野耕一 父　プリサイスエンド 生産牧場　富塚ファーム

1枠1番 鹿毛 生年月日　2017年2月11日 母　アイラシンガー（父　アグネスタキオン） 産地　浦河町

ノースヒビキ 調教師　長谷川忍（浦和） 父　ディープスカイ 生産牧場　寺井文秀 地方収得賞金　1,125,000円

牝3歳 馬主　早川正行 母　マックスビート（父　マイネルセレクト） 産地　えりも町 北海道：2018/06/20～　10戦1勝（2着1回、3着1回）

黒鹿毛 生年月日　2016年4月9日 地方収得賞金　2,305,000円 南関東：2018/12/29～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

父　ベルシャザール 生産牧場　元茂義一 北海道：2019/05/02～　9戦3勝（2着1回、3着1回） 北海道：2019/04/18～　12戦0勝（2着3回、3着7回）

母　キテキ（父　スキャターザゴールド） 産地　新ひだか町 2枠2番 7枠9番

地方収得賞金　1,532,000円 トゥギャザーウェン 調教師　平山真希（浦和） ラッキーメッセージ 調教師　藤原智行（浦和） 

北海道：2018/08/23～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 牝2歳 馬主　渡部賢治 牝3歳 馬主　山口明彦

笠松：2018/11/23～　13戦2勝（2着1回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2017年3月28日 栗毛 生年月日　2016年2月8日

南関東：2019/08/20～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 父　トランセンド 生産牧場　川端英幸 父　エスポワールシチー 生産牧場　山口明彦

母　アイラインローザー（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町 母　ウィンメッセージ（父　ウイニングチケット） 産地　平取町

3R 地方収得賞金　4,070,000円 地方収得賞金　4,160,000円

4枠4番 北海道：2019/05/21～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/06/21～　10戦1勝（2着2回、3着2回）

スターグルーヴ 調教師　冨田敏男（浦和） 南関東：2019/11/04～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/01/09～　18戦1勝（2着3回、3着1回）

牝5歳 馬主　冨田藤男 5枠5番

鹿毛 生年月日　2014年4月24日 クモキリ 調教師　酒井一則（浦和） 10R

父　サムライハート 生産牧場　鎌田正嗣 牝2歳 馬主　平賀眞吾 7枠9番

母　ミルダイヤ（父　ヘクタープロテクター） 産地　浦河町 鹿毛 生年月日　2017年4月12日 セントサレディー 調教師　長谷川忍（浦和）

地方収得賞金　1,972,000円 父　ヴァンセンヌ 生産牧場　海馬沢明 牝3歳 馬主　杉浦和也

北海道：2016/05/24～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 母　グッドコマチ（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町 黒鹿毛 生年月日　2016年4月19日

金沢：2016/09/18～　7戦2勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　1,640,000円 父　アッミラーレ 生産牧場　山野牧場

南関東：2016/01/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/08/28～　4戦1勝（2着1回、3着0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

笠松：2017/03/22～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 6枠6番 地方収得賞金　3,916,000円

南関東：2017/07/03～　56戦0勝（2着0回、3着0回） ボルドーリブロン 調教師　平山真希（浦和） 北海道：2018/05/10～　7戦0勝（2着1回、3着1回）

5枠6番 牝2歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 笠松：2018/10/19～　4戦1勝（2着2回、3着1回）

ハニープレッツェル 調教師　酒井一則（浦和） 芦毛 生年月日　2017年4月3日 南関東：2019/02/14～　17戦0勝（2着1回、3着3回）

牝7歳 馬主　（株）ボンズ 父　ダノンバラード 生産牧場　シグラップファーム ◆2018　ジュニアキング［笠松］　2着

栗毛 生年月日　2012年2月6日 母　マイネマスカレード（父　ウォーニング） 産地　日高町

父　スニッツェル 生産牧場　ノーザンファーム 地方収得賞金　3,075,000円 11R

母　ハニーハント（父　エンドスウィープ） 産地　安平町 北海道：2019/06/05～　8戦1勝（2着1回、3着3回） 7枠10番

地方収得賞金　6,743,000円 南関東：2019/11/05～　2戦1勝（2着0回、3着0回） ブルーローズ 調教師　野口孝（浦和） 

北海道：2014/07/10～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 7枠7番 牝3歳 馬主　千田裕美

南関東：2014/10/02～　59戦0勝（2着6回、3着9回） モリデンスター 調教師　山越光（浦和） 鹿毛 生年月日　2016年4月7日

8枠12番 牡2歳 馬主　森田芳男 父　タイムパラドックス 生産牧場　原フアーム

クラミネルヴァ 調教師　藤原智行（浦和） 鹿毛 生年月日　2017年5月19日 母　ケイウンブルーム（父　ジョリーズヘイロー） 産地　新ひだか町

牝7歳 馬主　倉見利弘 父　スターリングローズ 生産牧場　森田芳男 地方収得賞金　8,885,000円

鹿毛 生年月日　2012年3月23日 母　アローフィールド（父　シャーディー） 産地　新冠町 北海道：2018/05/09～　8戦1勝（2着1回、3着2回）

父　フサイチコンコルド 生産牧場　倉見牧場 地方収得賞金　3,540,000円 南関東：2018/10/23～　16戦1勝（2着3回、3着5回）

母　クラシャトル（父　ワカオライデン） 産地　日高町 北海道：2019/06/20～　7戦3勝（2着2回、3着0回） ◆2019　'19桃花賞［大井］　3着

地方収得賞金　8,339,000円 8枠9番 8枠11番

北海道：2014/06/11～　11戦2勝（2着0回、3着1回） アップタウンローズ 調教師　水野貴史（浦和） フレアリングスター 調教師　藤原智行（浦和） 

南関東：2015/12/21～　65戦4勝（2着8回、3着6回） 牝2歳 馬主　泉俊二 牡5歳 馬主　山口明彦

栗毛 生年月日　2017年3月27日 鹿毛 生年月日　2014年4月26日

●水沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 父　エスポワールシチー 生産牧場　木村牧場 父　アドマイヤマックス 生産牧場　山口明彦

1R　③ダブルレインボー　④ブルースターヒル　⑥センターロード 母　ユーリカ（父　クロフネ） 産地　日高町 母　フレアリングピュア（父　ブラックホーク） 産地　平取町

　　　⑦フォルローズ 地方収得賞金　1,605,000円 地方収得賞金　14,333,000円

2R　③シャインボルテージ 北海道：2019/07/10～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2016/06/08～　13戦1勝（2着5回、3着1回）

4R　④オープンゲート 南関東：2016/11/29～　7戦0勝（2着1回、3着2回）

6R　②ネフェリ ●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手 北海道：2017/04/18～　15戦1勝（2着2回、3着2回）

7R　⑦ダンストンレイール 浦和1R　②フェアリーマジック 南関東：2017/12/21～　40戦3勝（2着4回、3着4回）

8R　⑤ユアザスター　⑧ラトーヌシャイン 　　　3R　②ダテノグロリアス

9R　③サクセスストーリー 　　　5R　①エリモミサキ

10R　⑥バイクミリオン　⑪ワンダフルキングス 　　　6R　⑪コーラル

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 　　　9R　①イデアノオモイ

1R　⑦フライングサラ　⑩セユウスマート 　　10R　⑨セントサレディー

2R　③マッテマシタ 　　11R　⑦ハヤブサライデン

3R　①アッパレダイテン　⑤エイシンスリーエス 　　12R　⑤イデアドーター

4R　③アベニンマルカート　⑦ベーカークイン ●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手
5R　①アーネストウイシュ　⑨アウトザブルー 浦和2R　⑥メイショウドウダン

6R　④レッドプルーフ　⑦コッチネッラ

8R　⑧モリノラピス

9R　⑤ミオサヴァイブ
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