
1R 4R 9R

6枠6番 8枠11番 6枠6番

プレミアムプリモ 調教師　平山真希（浦和） ミカドウェザリア 調教師　川村守男（浦和） チェリーフオール 調教師　川村守男（浦和）

牝2歳 馬主　杉浦和也 牝9歳 馬主　木村重和 牝3歳 馬主　櫻井悦朗

栗毛 生年月日　2017年5月15日 栗毛 生年月日　2010年2月9日 芦毛 生年月日　2016年5月28日

父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 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 父　チェリークラウン 生産牧場　富塚ファーム

母　プリモスペシャル（父　フォーティナイナー） 産地　新ひだか町 母　アシュカル（父　グランデラ） 産地　日高町 母　チェリーノコイビト（父　スクワートルスクワート） 産地　浦河町

地方収得賞金　715,000円 地方収得賞金　10,540,000円 地方収得賞金　3,484,000円

北海道：2019/07/04～　9戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2012/05/24～　11戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2018/10/04～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

6枠7番 南関東：2012/12/18～　121戦6勝（2着4回、3着5回） 兵庫：2018/12/05～　10戦2勝（2着1回、3着2回）

ナッチャンカット 調教師　箕輪武（浦和） 　うち他地区参戦：3戦0勝（2着0回、3着1回）

牝2歳 馬主　山口春夫 6R 南関東：2019/07/24～　6戦0勝（2着1回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2017年6月6日 3枠3番 ◆2019　ル・プランタン賞［佐賀］　3着

父　シビルウォー 生産牧場　柏木一則 ピカリン 調教師　工藤伸輔（浦和）

母　ハツネドオゴ（父　ミシエロ） 産地　新冠町 牝5歳 馬主　篠原憲雄 11R

地方収得賞金　690,000円 栗毛 生年月日　2014年3月24日 7枠8番

北海道：2019/07/24～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 父　キングヘイロー 生産牧場　森永聡 ニャチャン 調教師　冨田敏男（川崎）

母　サイキョウヒカリ（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町 牝6歳 馬主　冨田藤男

2R 地方収得賞金　4,921,000円 芦毛 生年月日　2013年3月8日

2枠2番 北海道：2016/06/23～　15戦1勝（2着2回、3着6回） 父　クーリンガー 生産牧場　静内酒井牧場

モーニングサクラ 調教師　箕輪武（浦和） 南関東：2017/11/22～　31戦2勝（2着1回、3着4回） 母　クーチュア（父　Ｃａｐｏｔｅ） 産地　新ひだか町

牝2歳 馬主　今朝光 6枠7番 地方収得賞金　21,803,000円

鹿毛 生年月日　2017年3月4日 モリデンワルツ 調教師　山越光（浦和） 北海道：2015/08/20～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

父　スピルバーグ 生産牧場　高村牧場 牡4歳 馬主　水田栄之助 岩手：2015/12/12～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

母　ライブリハート（父　プリサイスエンド） 産地　浦河町 鹿毛 生年月日　2015年4月9日 愛知：2016/02/17～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　905,000円 父　ロジユニヴァース 生産牧場　森田芳男 岩手：2016/04/02～　3戦0勝（2着0回、3着2回）

北海道：2019/05/09～　13戦1勝（2着0回、3着1回） 母　モリデンヴィーナス（父　ジェニュイン） 産地　新冠町 南関東：2016/07/06～　25戦7勝（2着5回、3着4回）

4枠4番 地方収得賞金　3,240,000円 7枠9番

アミン 調教師　冨田敏男（浦和） 北海道：2017/05/18～　9戦1勝（2着0回、3着2回） モリデンリオ 調教師　山越光（浦和） 

牝2歳 馬主　冨田藤男 南関東：2017/11/22～　28戦0勝（2着2回、3着3回） 牡6歳 馬主　森田芳男

栗毛 生年月日　2017年3月13日 栗毛 生年月日　2013年4月25日

父　ストロングリターン 生産牧場　船越牧場 7R 父　キングヘイロー 生産牧場　森田芳男

母　マリーブーケトス（父　グラスワンダー） 産地　日高町 3枠3番 母　マグマヴィーナス（父　カコイーシーズ） 産地　新冠町

地方収得賞金　1,325,000円 ナンセカンセ 調教師　藤原智行（浦和） 地方収得賞金　27,046,000円

北海道：2019/08/22～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 牡4歳 馬主　村上卓史 北海道：2015/07/02～　6戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2019/11/05～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 栗毛 生年月日　2015年3月27日 南関東：2015/11/30～　57戦5勝（2着5回、3着7回）

5枠5番 父　フリオーソ 生産牧場　木戸口牧場

レイズアストーム 調教師　小澤宏次（浦和） 母　ディアン（父　ブラックタイアフェアー） 産地　浦河町 12R

牝2歳 馬主　吉川朋宏 地方収得賞金　3,402,000円 5枠5番

黒鹿毛 生年月日　2017年5月14日 北海道：2017/07/13～　7戦1勝（2着2回、3着2回） キラキラオーラ 調教師　牛房榮吉（浦和）

父　サウスヴィグラス 生産牧場　山口忠彦 愛知：2018/04/11～　22戦5勝（2着4回、3着6回） 牝4歳 馬主　田頭勇貴

母　クリムゾンフレア（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 南関東：2019/09/12～　4戦0勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2015年3月21日

地方収得賞金　825,000円 6枠7番 父　バトルプラン 生産牧場　畠山牧場

北海道：2019/07/31～　6戦1勝（2着1回、3着1回） ゴールドメッセージ 調教師　藤原智行（浦和） 母　キャラメリゼ（父　ブライアンズタイム） 産地　新ひだか町

6枠7番 牡5歳 馬主　山口明彦 地方収得賞金　7,475,000円

カッツボーイ 調教師　野口孝（浦和） 鹿毛 生年月日　2014年2月11日 北海道：2017/08/16～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

牡2歳 馬主　阿部善武 父　カネヒキリ 生産牧場　山口明彦 JRA：2017/12/02～　13戦0勝（2着0回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2017年4月28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 愛知：2019/04/18～　7戦5勝（2着1回、3着0回）

父　ロジユニヴァース 生産牧場　浅川牧場 地方収得賞金　7,493,000円 南関東：2019/08/16～　5戦2勝（2着0回、3着0回）

母　シルキーレッド（父　ジャングルポケット） 産地　新冠町 北海道：2016/05/25～　10戦2勝（2着1回、3着2回） 7枠9番

地方収得賞金　1,000,000円 南関東：2016/11/29～　6戦1勝（2着1回、3着1回） カゼノウタ 調教師　宇野木博徳（浦和）

北海道：2019/05/30～　9戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2017/04/18～　24戦2勝（2着2回、3着8回） 牝4歳 馬主　柏木一則

7枠8番 南関東：2019/01/07～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2015年5月9日

サドンゲイル 調教師　水野貴史（浦和） 北海道：2019/04/17～　14戦2勝（2着0回、3着3回） 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　柏木一則

牡2歳 馬主　泉俊二 南関東：2019/11/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 母　マイネヴィント（父　ブライアンズタイム） 産地　新冠町

青鹿毛 生年月日　2017年5月13日 地方収得賞金　8,972,000円

父　シンボリクリスエス 生産牧場　大川牧場 8R 北海道：2017/06/22～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

母　エンゼルアーチ（父　Ｓｍａｒｔ　Ｓｔｒｉｋｅ） 産地　厚真町 2枠2番 岩手：2018/04/16～　11戦3勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　1,410,000円 エムティーマリー 調教師　水野貴史（浦和） 南関東：2019/03/25～　8戦5勝（2着1回、3着0回）

北海道：2019/05/16～　12戦0勝（2着2回、3着3回） 牝3歳 馬主　（株）ジーシーエル 8枠12番

南関東：2019/11/28～　2戦0勝（2着1回、3着1回） 黒鹿毛 生年月日　2016年3月18日 ヤマジュンハナビ 調教師　宇野木数徳（浦和）

7枠9番 父　プリサイスエンド 生産牧場　門別牧場 牝3歳 馬主　山下洵一郎

クラヴァーキン 調教師　藤原智行（浦和） 母　ガッテンマリー（父　ネオユニヴァース） 産地　日高町 青鹿毛 生年月日　2016年3月18日

牝2歳 馬主　倉見利弘 地方収得賞金　5,119,000円 父　プリサイスエンド 生産牧場　ヒダカフアーム

鹿毛 生年月日　2017年3月21日 北海道：2018/06/07～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 母　マルラニビスティー（父　ダンスインザダーク） 産地　浦河町

父　ヴァーミリアン 生産牧場　倉見牧場 兵庫：2018/10/25～ 地方収得賞金　8,580,000円

母　クラキンコ（父　クラキングオー） 産地　日高町 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/06/27～　7戦1勝（2着1回、3着3回）

地方収得賞金　825,000円 南関東：2019/11/05～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2018/11/21～　22戦1勝（2着4回、3着5回）

北海道：2019/05/21～　13戦1勝（2着0回、3着0回） 7枠10番

8枠10番 ハードパンチャー 調教師　平山真希（浦和） ●金沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
ミラコロアショーマ 調教師　小澤宏次（浦和） 牡4歳 馬主　木村勝 1R　③クレメンデレヤ

牝2歳 馬主　山崎和哉 鹿毛 生年月日　2015年4月30日 4R　①シュペリエル　④フェールドゥー　⑥モズラフランス

黒鹿毛 生年月日　2017年4月9日 父　トーセンホマレボシ 生産牧場　大川牧場 　　　⑦コハルポケット

父　レッドスパーダ 生産牧場　川越ファーム 母　シズパンチ（父　タップダンスシチー） 産地　厚真町 5R　⑦ロートヴァイス

母　ウインマルゲリータ（父　メイショウオウドウ） 産地　浦河町 地方収得賞金　6,125,000円 6R　④エグランティーヌ

地方収得賞金　870,000円 北海道：2017/05/11～　12戦1勝（2着1回、3着2回） 9R　⑤シュヴァノーティ　⑥シュシュ

北海道：2019/05/21～　8戦1勝（2着2回、3着0回） 南関東：2018/02/16～　33戦2勝（2着2回、3着2回） 10R　④キタノシャガール

8枠11番 8枠12番 11R　④ユメヲノセテ

ベニノエンゼル 調教師　山越光（浦和） ジャスティス 調教師　柘榴浩樹（浦和） 

牝2歳 馬主　（株）紅谷 牡6歳 馬主　冨田藤男

鹿毛 生年月日　2017年2月24日 青鹿毛 生年月日　2013年2月19日

父　ルースリンド 生産牧場　棚川光男 父　ロージズインメイ 生産牧場　ベルモントファーム

母　グレーストスカーナ（父　マツリダゴッホ） 産地　新ひだか町 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

地方収得賞金　845,000円 地方収得賞金　12,060,000円

北海道：2019/06/13～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2015/04/29～　13戦1勝（2着2回、3着4回）

金沢：2015/11/29～　1戦0勝（2着0回、3着1回）

●水沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 南関東：2015/12/29～　75戦2勝（2着5回、3着7回）

1R　①ナウアイムヒア　②スターオブホープ　⑤エイシンアイーダ ◆2015　金沢ヤングチャンピオン［金沢］　3着

　　　⑥ウルフバート　⑨エイシンラビリンス

2R　③ローレルミヤマ　⑥ファルファーレ　⑧カンタベリードーム ●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手
3R　⑦ライトセイラ 浦和1R　④シュンビバーチェ

4R　③デメテルヘイロー　⑧エイシンポピュラー 　　　2R　⑦カッツボーイ

5R　⑨フローラルスキップ 　　　3R　⑩マグマミキサー

6R　③スリン　④ココミント 　　　6R　⑤サルトグリーン

7R　⑥グルース 　　　7R　⑫ツキミザケ

　　10R　⑩ユウユウグリュック

　　11R　②ベニアカリ

　　12R　⑪ケイティーテンリウ

12/24(火) 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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応援よろしくお願いします♪


