
1R 5R 11R　第63回ニューイヤーC〔SⅢ〕

2枠2番 6枠8番 1枠1番

アミン 調教師　冨田敏男（浦和） ヴァローダムーン 調教師　宇野木数徳（浦和） ピアノマン 調教師　佐藤賢二（船橋）

牝3歳 馬主　冨田藤男 牝9歳 馬主　岡本育枝 牡3歳 馬主　（有）新生ファーム

栗毛 生年月日　2017年3月13日 栗毛 生年月日　2011年3月29日 青鹿毛 生年月日　2017年2月14日

父　ストロングリターン 生産牧場　船越牧場 父　ジャイアントレッカー 生産牧場　厚賀古川牧場 父　ベルシャザール 生産牧場　新生ファーム

母　マリーブーケトス（父　グラスワンダー） 産地　日高町 母　サンエムバラード（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 母　エムワイスカレット（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町

地方収得賞金　1,325,000円 地方収得賞金　10,057,000円 地方収得賞金　10,800,000円

北海道：2019/08/22～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2013/05/03～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/05/22～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/11/05～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 兵庫：2013/08/30～　16戦2勝（2着3回、3着4回） 南関東：2019/08/08～　7戦2勝（2着2回、3着0回）

3枠3番 南関東：2014/08/13～　92戦4勝（2着5回、3着11回） 5枠5番

ミラコロアショーマ 調教師　小澤宏次（浦和） モリデンスター 調教師　山越光（浦和）

牝3歳 馬主　山崎和哉 6R 牡3歳 馬主　森田芳男

黒鹿毛 生年月日　2017年4月9日 4枠4番 鹿毛 生年月日　2017年5月19日

父　レッドスパーダ 生産牧場　川越ファーム モリデンテキーラ 調教師　山越光（浦和） 父　スターリングローズ 生産牧場　森田芳男

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 牝5歳 馬主　森田芳男 母　アローフィールド（父　シャーディー） 産地　新冠町

地方収得賞金　1,465,000円 青鹿毛 生年月日　2015年5月31日 地方収得賞金　6,040,000円

北海道：2019/05/21～　8戦1勝（2着2回、3着0回） 父　キングヘイロー 生産牧場　森田芳男 北海道：2019/06/20～　7戦3勝（2着2回、3着0回）

南関東：2019/12/24～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 母　アローフィールド（父　シャーディー） 産地　新冠町 南関東：2019/12/23～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

8枠11番 地方収得賞金　4,370,000円

アカフジ 調教師　川村守男（浦和） 北海道：2017/08/02～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 12R

牡3歳 馬主　（有）吉田牧場 JRA：2018/02/17～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 5枠5番

鹿毛 生年月日　2017年5月28日 南関東：2018/10/22～　6戦2勝（2着2回、3着0回） パーフェクトデイ 調教師　柘榴拓樹（浦和）

父　ネオヴァンドーム 生産牧場　宮井孝典 牡7歳 馬主　伊藤捷一

母　シワクシラナミ（父　シルバーチャーム） 産地　伊達市 7R 栗毛 生産牧場　追分ファーム

地方収得賞金　1,195,000円 6枠7番 父　ステイゴールド 生年月日　2013年3月2日

北海道：2019/10/29～　1戦1勝（2着0回、3着0回） カゼノウタ 調教師　宇野木博徳（浦和） 母　プライムナンバー（父　ジェイドロバリー） 産地　安平町

南関東：2019/11/28～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 牝5歳 馬主　柏木一則 地方収得賞金　23,827,000円

鹿毛 生年月日　2015年5月9日 北海道：2015/07/09～　6戦2勝（2着1回、3着1回）

3R 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　柏木一則 南関東：2016/01/18～　24戦6勝（2着6回、3着2回）

8枠12番 母　マイネヴィント（父　ブライアンズタイム） 産地　新冠町 岩手：2019/04/14～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

マスオ 調教師　野口孝（浦和） 地方収得賞金　8,972,000円 南関東：2019/06/24～　6戦0勝（2着0回、3着1回）

牡7歳 馬主　宇田昌隆 北海道：2017/06/22～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 7枠9番

栗毛 生年月日　2013年5月17日 岩手：2018/04/16～　11戦3勝（2着0回、3着1回） ニャチャン 調教師　冨田敏男（浦和）

父ディープスカイ 生産牧場　谷川牧場 南関東：2019/03/25～　9戦5勝（2着1回、3着0回） 牝7歳 馬主　冨田藤男

母　マスカラーダ（父　スピニングワールド） 産地　浦河町 8枠11番 芦毛 生年月日　2013年3月8日

地方収得賞金　8,528,000円 プリサイスサンデー 調教師　野口孝（浦和） 父　クーリンガー 生産牧場　静内酒井牧場

北海道：2015/07/15～　8戦1勝（2着2回、3着0回） セン8歳 馬主　前田敏文 母　クーチュア（父　Ｃａｐｏｔｅ） 産地　新ひだか町

南関東：2015/12/02～　71戦2勝（2着4回、3着8回） 栗毛 生年月日　2012年4月19日 地方収得賞金　22,803,000円

父　プリサイスエンド 生産牧場　真歌伊藤牧場 北海道：2015/08/20～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

4R 母　ミサトペニー（父　オペラハウス） 産地　新ひだか町 岩手：2015/12/12～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

4枠4番 地方収得賞金　15,910,000円 愛知：2016/02/17～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

ヒメガミ 調教師　海馬澤司（浦和） 北海道：2014/05/15～　39戦7勝（2着3回、3着10回） 岩手：2016/04/02～　3戦0勝（2着0回、3着2回）

牝8歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 南関東：2017/02/28～　30戦5勝（2着4回、3着4回） 南関東：2016/07/06～　27戦7勝（2着5回、3着5回）

黒鹿毛 生年月日　2012年5月14日 7枠10番

父　スタチューオブリバティ 生産牧場　フジワラフアーム 8R パーソナルマキ 調教師　平山真希（浦和）

母　ピエナプリンセス（父　デヒア） 産地　新ひだか町 2枠2番 牡7歳 馬主　杉浦和也

地方収得賞金　10,421,000円 モリデンワルツ 調教師　山越光（浦和） 栗毛 生年月日　2013年3月29日

北海道：2014/07/10～　7戦1勝（2着0回、3着2回） 牡5歳 馬主　水田栄之助 父　パーソナルラッシュ 生産牧場　槇本牧場

愛知：2014/12/04～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2015年4月9日 母　マキハタスペシャル（父　Ｍａｒｓｃａｙ） 産地　日高町

金沢：2014/12/25～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 父　ロジユニヴァース 生産牧場　森田芳男 地方収得賞金　21,201,000円 中央収得賞金　1,800,000円

愛知：2015/01/13～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 母　モリデンヴィーナス（父　ジェニュイン） 産地　新冠町 北海道：2015/08/04～　9戦3勝（2着4回、3着2回）

金沢：2015/03/22～　7戦4勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　4,240,000円 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2015/07/01～　34戦6勝（2着7回、3着1回） 北海道：2017/05/18～　9戦1勝（2着0回、3着2回） JRA：2016/03/05～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

8枠11番 南関東：2017/11/22～　29戦1勝（2着2回、3着3回） 北海道：2016/07/13～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

ピカリン 調教師　工藤伸輔（浦和） 南関東：2016/11/27～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

牝6歳 馬主　篠原憲雄 9R 北海道：2017/04/19～　12戦2勝（2着3回、3着2回）

栗毛 生年月日　2014年3月24日 1枠1番 南関東：2017/12/01～　16戦2勝（2着2回、3着0回）

父　キングヘイロー 生産牧場　森永聡 スピーディーゴッド 調教師　平田正一（川崎） 高知：2019/02/10～　23戦1勝（2着3回、3着7回）

母　サイキョウヒカリ（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町 牡4歳 馬主　（株）Ｎｉｃｋｓ ◆2019　トーセンジョーダン賞［高知］　1着

地方収得賞金　5,071,000円 鹿毛 生年月日　2016年3月11日 ◆2019　瀬戸特別［高知］　3着

北海道：2016/06/23～　15戦1勝（2着2回、3着6回） 父　シニスターミニスター 生産牧場　静内山田牧場

南関東：2017/11/22～　32戦2勝（2着1回、3着4回） 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 ●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　3,674,000円 1R　⑤ホープスター　⑨リコートルーパー

●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手 北海道：2018/05/23～　7戦0勝（2着1回、3着0回） 2R　⑧スイープアサイド

浦和1R　⑪アカフジ 岩手：2018/10/15～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 7R　①シングンバルドー　

　　　2R　⑤アルバス 南関東：2019/01/01～　19戦1勝（2着1回、3着1回） 8R　②シグラップエリー

　　　4R　⑪ピカリン 5枠5番 10R　①ラウロ　⑧エイシンサクラソウ

　　　6R　①コーラル チェリーフオール 調教師　川村守男（浦和） 11R　⑤ヤコウレッシャ　⑧カツゲキジャパン

　　　7R　⑩スカイズザリミット 牝4歳 馬主　櫻井悦朗 12R　⑤フリーゴーイング

　　　8R　①サルトグリーン 芦毛 生年月日　2016年5月28日

　　　9R　④オールイン 父　チェリークラウン 生産牧場　富塚ファーム ●姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
　　10R　⑧カツカモ 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 1R　②リュウノテラス

●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手 地方収得賞金　3,484,000円 2R　①ナウシカオジョー　③クラモン　⑥スクード　⑦イダテンアロー

浦和2R　①メイショウドウダン 北海道：2018/10/04～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 　　　⑩パピン

　　　5R　⑪スプリットエス 兵庫：2018/12/05～　10戦2勝（2着1回、3着2回） 4R　⑥ローズメジャー　⑧ウィナーズヒロイン

　うち他地区参戦：3戦0勝（2着0回、3着1回） 5R　⑨ロケットロード

南関東：2019/07/24～　7戦0勝（2着1回、3着1回） 6R　④イリア

◆2019　ル・プランタン賞［佐賀］　3着 7R　②ハニューハント　⑨ハシノオージャ

9R　①ブラッドクロス　④シティーリヴァー　⑨ジュリエットラブ

　　　⑫サンマナ

10R　②ルーク　⑪ウインディシティー

11R　⑪キングクリチャン

1/15(水) 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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姫路競馬、7年半ぶりに再開♪


