
1R 4R 8R

2枠2番 1枠1番 2枠2番

フェアリーマジック 調教師　川村守男（浦和） クラミネルヴァ 調教師　藤原智行（浦和） アザミ 調教師　内野健二（浦和）

牝3歳 馬主　（有）吉田牧場 牝8歳 馬主　倉見利弘 牝6歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研

鹿毛 生年月日　2017年4月27日 鹿毛 生年月日　2012年3月23日 鹿毛 生年月日　2014年4月5日

父　リアルインパクト 生産牧場　吉田牧場 父　フサイチコンコルド 生産牧場　倉見牧場 父　ヴァーミリアン 生産牧場　田中春美

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　クラシャトル（父　ワカオライデン） 産地　日高町 母　アステリファスト（父　シャンハイ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　2,020,000円 地方収得賞金　8,619,000円 地方収得賞金　8,767,000円

北海道：2019/05/29～　9戦2勝（2着0回、3着1回） 北海道：2014/06/11～　11戦2勝（2着0回、3着1回） 北海道：2016/06/23～　7戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2019/12/23～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2015/12/21～　66戦4勝（2着9回、3着6回） 笠松：2017/02/24～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

7枠9番 金沢：2017/04/03～　15戦3勝（2着3回、3着3回）

アップタウンローズ 調教師　水野貴史（浦和） 5R 南関東：2018/01/31～　37戦4勝（2着5回、3着0回）

牝3歳 馬主　泉俊二 4枠4番 5枠5番

栗毛 生年月日　2017年3月27日 ノースヒビキ 調教師　長谷川忍（浦和） マリエリーノ 調教師　佐々木清明（船橋）

父　エスポワールシチー 生産牧場　木村牧場 牝4歳 馬主　早川正行 牝4歳 馬主　沖田方子

母　ユーリカ（父　クロフネ） 産地　日高町 黒鹿毛 生年月日　2016年4月9日 栗毛 生年月日　2016年3月20日

地方収得賞金　1,980,000円 父　ベルシャザール 生産牧場　元茂義一 父　セイントアレックス 生産牧場　沖田牧場

北海道：2019/07/10～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 母　キテキ（父　スキャターザゴールド） 産地　新ひだか町 母　イエスミートゥー（父　アドマイヤジャパン） 産地　日高町

南関東：2019/12/23～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　1,532,000円 地方収得賞金　2,555,000円

北海道：2018/08/23～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/05/02～　10戦1勝（2着1回、3着2回）

2R 笠松：2018/11/23～　13戦2勝（2着1回、3着1回） 南関東：2018/11/15～　10戦0勝（2着1回、3着1回）

7枠7番 南関東：2019/08/20～　7戦0勝（2着0回、3着0回）

ボルドーヴェルチュ 調教師　平田正一（川崎） 10R

牝3歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 6R 3枠3番

黒鹿毛 生年月日　2017年3月31日 1枠1番 ナンセカンセ 調教師　藤原智行（浦和）

父　トゥザワールド 生産牧場　ヒカル牧場 ビービーアルバ 調教師　新井清重（船橋） 牡5歳 馬主　村上卓史

母　プロハンター（父　シーキングザダイヤ） 産地　新冠町 牡3歳 馬主　（有）坂東牧場 栗毛 生年月日　2015年3月27日

地方収得賞金　2,593,000円 栗毛 生年月日　2017年4月29日 父　フリオーソ 生産牧場　木戸口牧場

北海道：2019/05/08～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 父　ビービーガルダン 生産牧場　賀張三浦牧場 母　ディアン（父　ブラックタイアフェアー） 産地　浦河町

笠松：2019/08/14～　4戦1勝（2着0回、3着2回） 母　リーガルアミューズ（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 地方収得賞金　3,582,000円

南関東：2019/11/21～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　5,455,000円 北海道：2017/07/13～　7戦1勝（2着2回、3着2回）

◆2019　ジュニアクラウン［笠松］　3着 北海道：2019/05/08～　4戦1勝（2着0回、3着2回） 愛知：2018/04/11～　22戦5勝（2着4回、3着6回）

南関東：2019/10/29～　3戦0勝（2着3回、3着0回） 南関東：2019/09/12～　6戦0勝（2着1回、3着0回）

3R 3枠3番

5枠6番 ボルドーリブロン 調教師　平山真希（浦和） 11R

ハニープレッツェル 調教師　酒井一則（浦和） 牝3歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 4枠4番

牝8歳 馬主　（株）ボンズ 芦毛 生年月日　2017年4月3日 ブルーローズ 調教師　野口孝（浦和） 

栗毛 生年月日　2012年2月6日 父　ダノンバラード 生産牧場　シグラップファーム 牝4歳 馬主　千田裕美

父　スニッツェル 生産牧場　ノーザンファーム 母　マイネマスカレード（父　ウォーニング） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2016年4月7日

母　ハニーハント（父　エンドスウィープ） 産地　安平町 地方収得賞金　3,575,000円 父　タイムパラドックス 生産牧場　原フアーム

地方収得賞金　6,743,000円 北海道：2019/06/05～　8戦1勝（2着1回、3着3回） 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

北海道：2014/07/10～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/11/05～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　9,405,000円

南関東：2014/10/02～　60戦0勝（2着6回、3着9回） 6枠6番 北海道：2018/05/09～　8戦1勝（2着1回、3着2回）

7枠9番 トゥギャザーウェン 調教師　平山真希（浦和） 南関東：2018/10/23～　17戦1勝（2着3回、3着6回）

スターグルーヴ 調教師　冨田敏男（浦和） 牝3歳 馬主　渡部賢治 ◆2019　'19桃花賞［大井］　3着

牝6歳 馬主　冨田藤男 鹿毛 生年月日　2017年3月28日 5枠6番

鹿毛 生年月日　2014年4月24日 父　トランセンド 生産牧場　川端英幸 レインハート 調教師　加藤誠一（川崎） 

父　サムライハート 生産牧場　鎌田正嗣 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 牡6歳 馬主　橋本義次

母　ミルダイヤ（父　ヘクタープロテクター） 産地　浦河町 地方収得賞金　4,945,000円 鹿毛 生年月日　2014年5月16日

地方収得賞金　1,972,000円 北海道：2019/05/21～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 父　サムライハート 生産牧場　川向高橋育成牧場

北海道：2016/05/24～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2019/11/04～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 母　モルフェプリンセス（父　モルフェデスペクタ） 産地　平取町

金沢：2016/09/18～　7戦2勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　11,979,000円　　中央収得賞金　4,000,000円（付加賞金　28,000円）

南関東：2016/01/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 7R 北海道：2016/05/18～　8戦1勝（2着2回、3着3回）

笠松：2017/03/22～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 3枠3番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2017/07/03～　58戦0勝（2着0回、3着0回） ビューティ 調教師　冨田敏男（浦和） 南関東：2018/05/04～　17戦3勝（2着3回、3着0回）

8枠11番 牡7歳 馬主　冨田藤男 8枠11番

ペーンイエンテ 調教師　海馬澤司（浦和） 鹿毛 生年月日　2013年3月14日 ピコタン 調教師　工藤伸輔（浦和） 

牝8歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 父　スターリングローズ 生産牧場　新生ファーム 牝5歳 馬主　グリーンウッド（株）

栗毛 生年月日　2012年3月29日 母　ゴーゴースズカ（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2015年4月11日

父　チーフベアハート 生産牧場　田上稔 地方収得賞金　8,703,000円 父　バンブーエール 生産牧場　山田牧場

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 北海道：2017/05/27～　1戦0勝（2着0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

地方収得賞金　6,878,000円 金沢：2015/06/28～　8戦4勝（2着3回、3着1回） 地方収得賞金　11,377,000円

北海道：2014/05/28～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 兵庫：2015/12/24～　8戦2勝（2着2回、3着1回） 北海道：2017/07/26～　5戦1勝（2着1回、3着1回）

岩手：2014/10/20～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 笠松：2016/04/38～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/10/24～　32戦4勝（2着1回、3着3回）

金沢：2014/12/15～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2016/07/14～　7戦0勝（2着0回、3着0回）

愛知：2015/03/26～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/05/04～　5戦0勝（2着0回、3着0回） ●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手
金沢：20015/05/12～　7戦2勝（2着2回、3着0回） 南関東：2017/09/07～　36戦1勝（2着4回、3着4回） 浦和1R ②フェアリーマジック

南関東：2015/10/29～　39戦2勝（2着9回、3着7回） ◆2015　金沢ヤングチャンピオン［金沢］　2着 　　　5R　②サザンファブリック

◆2015　兼六園ジュニアカップ［金沢］　3着 　　　6R　⑨レイワデジタル

　　　7R　⑤ディミニッシュ

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 　　　8R　①コンバットミニスタ

1R　⑤リンノプレミアム 　　10R　⑫トーセンロブロイ

2R　⑦チェリールックス 　　11R　⑪ピコタン

3R　⑥ベロナサンライズ 　　12R　⑪イデアノオモイ

4R　⑥ハッピーフェイス ●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手
5R　⑤アオシマビーチ　⑧ビジネスチャンス　⑫モンテクローネ 浦和5R　⑩ローゼンブリッツ

6R　②ハナミン 　　10R　④ドリームキャンパス

8R　①バットウタイ　③エイシンハルニレ　④ツナグ 　　11R　⑧スパークルメノウ

　　　⑤ジェネラルエリア

9R　⑤クインザクイン　

1/14(火) 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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応援よろしくね♪

前走
３着


