
1R 6R 9R

4枠4番 3枠3番 3枠3番

ヒガシブレーヴ 調教師　稲葉道行（船橋） タイヨウノウタ 調教師　酒井一則（浦和） ドクターワイ 調教師　新井清重（船橋）

牡3歳 馬主　金野博幸 牝4歳 馬主　太田雅貴 牡5歳 馬主　福永實

鹿毛 生年月日　2017年4月7日 鹿毛 生年月日　2016年5月16日 鹿毛 生年月日　2015年3月22日

父　エイシンフラッシュ 生産牧場　ヤナガワ牧場 父　サウスヴィグラス 生産牧場　中本隆志 父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　浅川牧場

母　ヒガシドリーム（父　ドリームジャーニー） 産地　日高町 母　ディマー（父　Ｃａｅｒｌｅｏｎ） 産地　新冠町 母　グリーンヒルソング（父　ディアブロ） 産地　新冠町

地方収得賞金　1,125,000円 地方収得賞金　2,974,000円 地方収得賞金　3,771,000円

北海道：2019/05/22～　9戦1勝（2着2回、3着2回） 北海道：2018/08/30～　4戦0勝（2着2回、3着1回） 北海道：2017/08/16～　26戦3勝（2着3回、3着2回）

南関東：2019/12/11～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 高知：2018/12/16～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 笠松：2019/08/29～　6戦4勝（2着2回、3着0回）

5枠5番 笠松：2019/02/06～　5戦1勝（2着0回、3着2回） 南関東：2019/12/19～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

ベニノエンゼル 調教師　山越光（浦和） 南関東：2019/05/29～　8戦1勝（2着1回、3着1回） 5枠6番

牝3歳 馬主　（株）紅谷 6枠7番 セントサレディー 調教師　長谷川忍（浦和）

鹿毛 生年月日　2017年2月24日 ダンストンラソ 調教師　野口孝（浦和） 牝4歳 馬主　杉浦和也

父　ルースリンド 生産牧場　棚川光男 牝5歳 馬主　伊藤治子 黒鹿毛 生年月日　2016年4月19日

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 青鹿毛 生年月日　2015年4月6日 父　アッミラーレ 生産牧場　山野牧場

地方収得賞金　1,100,000円 父　ロードアルティマ 生産牧場　原フアーム 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

北海道：2019/06/13～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 母　レークサイドカフェ（父　マンハッタンカフェ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　4,116,000円

南関東：2019/12/24～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　5,586,000円 北海道：2018/05/10～　7戦0勝（2着1回、3着1回）

6枠6番 北海道：2017/06/22～　8戦2勝（2着2回、3着1回） 笠松：2018/10/19～　4戦1勝（2着2回、3着1回）

ソングウィズローズ 調教師　稲葉道行（船橋） 南関東：2017/11/22～　8戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2019/02/14～　18戦0勝（2着1回、3着3回）

牝3歳 馬主　金井順一 岩手：2018/04/30～　23戦4勝（2着3回、3着3回） ◆2018　ジュニアキング［笠松］　2着

黒鹿毛 生年月日　2017年4月5日 7枠10番

父　ロージズインメイ 生産牧場　ヤナガワ牧場 7R ヨシノルキー 調教師　平山真希（浦和）

母　メイショウネイロ（父　ネオユニヴァース） 産地　日高町 8枠10番 牝4歳 馬主　中村吉隆

地方収得賞金　1,120,000円 レイズアストーム 調教師　小澤宏次（浦和） 黒鹿毛 生年月日　2016年5月1日

北海道：2019/06/19～　7戦1勝（2着2回、3着2回） 牝3歳 馬主　吉川朋宏 父　プリサイスエンド 生産牧場　富塚ファーム

南関東：2019/12/11～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2017年5月14日 母　アイラシンガー（父　アグネスタキオン） 産地　浦河町

父　サウスヴィグラス 生産牧場　山口忠彦 地方収得賞金　1,125,000円

5R 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 北海道：2018/06/20～　10戦1勝（2着1回、3着1回）

4枠4番 地方収得賞金　2,525,000円 南関東：2018/12/29～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

ジャスティス 調教師　柘榴浩樹（浦和） 北海道：2019/07/31～　6戦1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）

牡7歳 馬主　冨田藤男 南関東：2019/12/24～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/12/23～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

青鹿毛 生年月日　2013年2月19日 8枠11番 8枠12番

父　ロージズインメイ 生産牧場　ベルモントファーム サドンゲイル 調教師　水野貴史（浦和） ハードパンチャー 調教師　平山真希（浦和） 

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 牡3歳 馬主　泉俊二 牡5歳 馬主　木村勝

地方収得賞金　12,060,000円 青鹿毛 生年月日　2017年5月13日 鹿毛 生年月日　2015年4月30日

北海道：2015/04/29～　13戦1勝（2着2回、3着4回） 父　シンボリクリスエス 生産牧場　大川牧場 父　トーセンホマレボシ 生産牧場　大川牧場

金沢：2015/11/29～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 母　エンゼルアーチ（父　Ｓｍａｒｔ　Ｓｔｒｉｋｅ） 産地　厚真町 母　シズパンチ（父　タップダンスシチー） 産地　厚真町

南関東：2015/12/29～　76戦2勝（2着5回、3着7回） 地方収得賞金　1,750,000円 地方収得賞金　6,125,000円

◆2015　金沢ヤングチャンピオン［金沢］　3着 北海道：2019/05/16～　12戦0勝（2着2回、3着3回） 北海道：2017/05/11～　12戦1勝（2着1回、3着2回）

6枠7番 南関東：2019/11/28～　3戦0勝（2着1回、3着2回） 南関東：2018/02/16～　35戦2勝（2着2回、3着2回）

ライズブロッサム 調教師　池田孝（川崎） 

牝4歳 馬主　大久保和夫 8R 10R

鹿毛 生年月日　2016年4月12日 2枠2番 6枠7番

父　ゴールドアリュール 生産牧場　厚賀古川牧場 クラデジャブー 調教師　藤原智行（浦和） エムティーマリー 調教師　水野貴史（浦和）

母　チェリーブロッサム（父　シルバーチャーム） 産地　日高町 牡9歳 馬主　倉見利弘 牝4歳 馬主　（株）ジーシーエル

地方収得賞金　2,070,000円 黒鹿毛 生年月日　2011年4月12日 黒鹿毛 生年月日　2016年3月18日

北海道：2018/08/23～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 父　ファンタスティックライト 生産牧場　倉見牧場 父　プリサイスエンド 生産牧場　門別牧場

南関東：2019/02/19～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　クラダッチューノ（父　サクラダイオー） 産地　日高町 母　ガッテンマリー（父　ネオユニヴァース） 産地　日高町

岩手：2019/03/24～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　13,186,000円 地方収得賞金　6,319,000円

南関東：2019/10/25～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2013/05/08～　12戦1勝（2着3回、3着3回） 北海道：2018/06/07～　6戦1勝（2着0回、3着0回）

7枠10番 南関東：2013/12/03～　110戦7勝（2着9回、3着10回） 兵庫：2018/10/25～

エイシングラニ 調教師　宇野木数徳（浦和） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

牡6歳 馬主　岡本育枝 ●本日の騎乗予定　五十嵐 冬樹騎手 南関東：2019/11/05～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

芦毛 生年月日　2014年4月19日 浦和2R　⑫マグマミキサー 8枠12番

父　タニノギムレット 生産牧場　高野牧場 　　　3R　③サバイバルオオオク レスプレンデント 調教師　平田正一（川崎） 

母　マシロンガール（父　Ｗｉｔｈ　Ａｐｐｒｏｖａｌ） 産地　浦河町 　　　4R　⑪マイネルマリポッサ 牝4歳 馬主　吉岡大樹

地方収得賞金　8,080,000円 　　　6R　③タイヨウノウタ 栗毛 生年月日　2016年5月1日

北海道：2016/08/18～　7戦1勝（2着0回、3着2回） 　　　7R　②コスモコンクエスト 父　ロジユニヴァース 生産牧場　豊洋牧場

兵庫：2016/12/22～　11戦2勝（2着0回、3着1回） 　　　8R　⑫ブラックキングダム 母　ベストミニオン（父　シニスターミニスター） 産地　日高町

南関東：2017/09/14～　35戦3勝（2着0回、3着3回） 　　10R　⑤イーストスパークル 地方収得賞金　6,819,000円

　　11R　③フラワーオアシス 北海道：2018/05/22～　9戦1勝（2着1回、3着2回）

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ ●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

1R　①ゴールドポケット 浦和3R　⑨キンショーブラック 南関東：2018/12/21～　11戦1勝（2着3回、3着2回）

2R　⑤ロミロミ　⑦エイシンバミューダ　⑨ボールドデムーロ 　　　9R　⑪クオーレカルド ◆2018　プリンセスC[水沢]　3着

3R　⑥エイシンベラドンナ 　　11R　①クインザヒーロー

4R　③フライングサラ 　　12R　⑪シェーンリート 11R

5R　③アベニンマルカート　⑦エイシンスリーエス　⑨セユウスマート 1枠1番

6R　②エムオーブラック　⑥アウトザブルー　⑧コッチネッラ ●姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ クインザヒーロー 調教師　新井清重（船橋）

7R　②ベーカークイン　⑩ボンヤリ　⑪モリノラピス 2R　②オースミレイズ 牡7歳 馬主　伊藤將

9R　⑧エイシンレインボー 3R　⑨カネミツマーチ　⑩キングオブチェス 鹿毛 生年月日　2013年5月2日

10R　①ユーセイスラッガー 4R　⑦エリアント 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　長浜忠

12R　②ミオサヴァイブ 7R　①フリムケバシコ　⑩タッチワールド 母　クインオブクイン（父　キングヘイロー） 産地　新冠町

9R　⑪ゴリョウサン 地方収得賞金　28,850,000円

10R　③グレイトボルケーノ　④エムザックベルガー　⑤ヘヴンリージェガー 北海道：2015/05/21～　11戦1勝（2着3回、3着1回）

　　　⑦ルナシーナ　⑧ボーイッシュガール　⑨タックスオフィサー 南関東：2015/12/28～　51戦5勝（2着7回、3着2回）

　　　⑫ナットビーワン

11R　②バンローズキングス　⑩エイシントカチ　⑫ツルノシン

12R　②トキノケリー

1/16(木) 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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前走
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２着


