
1R 3R 7R

1枠1番 1枠1番 7枠9番

ヒガシブレーヴ 調教師　稲葉道行（船橋） ベニノエンゼル 調教師　山越光（浦和） アザミ 調教師　内野健二（浦和）

牡3歳 馬主　金野博幸 牝3歳 馬主　（株）紅谷 牝6歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研

鹿毛 生年月日　2017年4月7日 鹿毛 生年月日　2017年2月24日 鹿毛 生年月日　2014年4月5日

父　エイシンフラッシュ 生産牧場　ヤナガワ牧場 父　ルースリンド 生産牧場　棚川光男 父　ヴァーミリアン 生産牧場　田中春美

母　ヒガシドリーム（父　ドリームジャーニー） 産地　日高町 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　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　1,385,000円 地方収得賞金　2,400,000円 地方収得賞金　9,117,000円

北海道：2019/05/22～　9戦1勝（2着2回、3着2回） 北海道：2019/06/13～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2016/06/23～　7戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2019/12/11～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/12/24～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 笠松：2017/02/24～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

3枠3番 6枠7番 金沢：2017/04/03～　15戦3勝（2着3回、3着3回）

アミン 調教師　冨田敏男（浦和） フェアリーマジック 調教師　川村守男（浦和） 南関東：2018/01/31～　38戦4勝（2着6回、3着0回）

牝3歳 馬主　冨田藤男 牝3歳 馬主　（有）吉田牧場 8枠11番

栗毛 生年月日　2017年3月13日 鹿毛 生年月日　2017年4月27日 ジャンプショット 調教師　薮口一麻（浦和）

父　ストロングリターン 生産牧場　船越牧場 父　リアルインパクト 生産牧場　吉田牧場 牡7歳 馬主　藤江勢津男

母　マリーブーケトス（父　グラスワンダー） 産地　日高町 母　リボンノキシ（父　スクワートルスクワート） 産地　安平町 黒鹿毛 生年月日　2013年4月6日

地方収得賞金　1,325,000円 地方収得賞金　2,300,000円 父　ブラックタキシード 生産牧場　佐藤静子

北海道：2019/08/22～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2019/05/29～　9戦2勝（2着0回、3着1回） 母　フジアンジュ（父　マヤノトップガン） 産地　新冠町

南関東：2019/11/05～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2019/12/23～　2戦0勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　13,196,000円

6枠8番 北海道：2015/08/05～　6戦2勝（2着1回、3着2回）

ソングウィズローズ 調教師　稲葉道行（船橋） 4R 南関東：2015/11/30～　66戦3勝（2着2回、3着6回）

牝3歳 馬主　金井順一 1枠1番

黒鹿毛 生年月日　2017年4月5日 トチノゴールド 調教師　岡田一男（浦和） 8R

父　ロージズインメイ 生産牧場　ヤナガワ牧場 牝7歳 馬主　丸田剛徳 6枠7番

母　メイショウネイロ（父　ネオユニヴァース） 産地　日高町 黒鹿毛 生年月日　2013年4月13日 ヤーラシカ 調教師　佐藤博紀（川崎）

地方収得賞金　1,575,000円 父　フォーティナイナーズサン 生産牧場　田中春美 牝4歳 馬主　成富直行

北海道：2019/06/19～　7戦1勝（2着2回、3着2回） 母　アムルタート（父　サンデーサイレンス） 産地　新ひだか町 黒鹿毛 生年月日　2016年2月17日

南関東：2019/12/11～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　6,358,000円 父　トゥザグローリー 生産牧場　原田牧場

北海道：2015/09/01～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 母　ヤマノシンデレラ（父　タイキシャトル） 産地　日高町

2R 岩手：2015/12/05～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　2,918,000円

1枠1番 南関東：2016/04/18～　44戦2勝（2着3回、3着3回） 北海道：2018/06/13～　9戦0勝（2着1回、3着2回）

クリーチ 調教師　鈴木義久（川崎） 3枠3番 佐賀：2018/12/16～　7戦1勝（2着2回、3着1回）

牝3歳 馬主　杉浦和也 クラセイジョ 調教師　藤原智行（浦和） 高知：2019/04/20～　8戦0勝（2着4回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2017年4月17日 牝7歳 馬主　倉見利弘 南関東：2019/09/05～　8戦0勝（2着2回、3着2回）

父　メイショウサムソン 生産牧場　トラストスリーファーム 栗毛 生年月日　2013年4月30日

母　グッドファッション（父　アドマイヤマックス） 産地　浦河町 父　サイレントディール 生産牧場　倉見牧場 10R

地方収得賞金　1,949,000円 母　クラビッグレディ（父　ブラックタイアフェアー） 産地　日高町 6枠6番

北海道：2019/04/17～　13戦1勝（2着1回、3着4回） 地方収得賞金　5,536,000円 ナンセカンセ 調教師　藤原智行（浦和）

南関東：2019/12/16～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2015/05/14～　13戦1勝（2着0回、3着0回） 牡5歳 馬主　村上卓史

2枠2番 金沢：2015/12/13～　24戦4勝（2着2回、3着3回） 栗毛 生年月日　2015年3月27日

エムオーカイザー 調教師　高月賢一（川崎） 　うち他地区参戦：4戦2勝（2着0回、3着2回） 父　フリオーソ 生産牧場　木戸口牧場

牡3歳 馬主　大浅貢 南関東：2016/12/19～　51戦1勝（2着5回、3着1回） 母　ディアン（父　ブラックタイアフェアー） 産地　浦河町

鹿毛 生年月日　2017年4月1日 5枠6番 地方収得賞金　3,582,000円

父　セイントアレックス 生産牧場　湯浅一夫 ペーンイエンテ 調教師　海馬澤司（浦和） 北海道：2017/07/13～　7戦1勝（2着2回、3着2回）

母　エムオーアンジェラ（父　マイネルラヴ） 産地　日高町 牝8歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 愛知：2018/04/11～　22戦5勝（2着4回、3着6回）

地方収得賞金　1,900,000円 栗毛 生年月日　2012年3月29日 南関東：2019/09/12～　7戦0勝（2着1回、3着0回）

北海道：2019/08/14～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 父　チーフベアハート 生産牧場　田上稔

南関東：2020/01/30～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 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 11R

3枠3番 地方収得賞金　6,878,000円 6枠8番

アンガイガンバルド 調教師　八木仁（川崎） 北海道：2014/05/28～　6戦1勝（2着0回、3着0回） アイルオブワンダー 調教師　佐々木仁（川崎） 

牡3歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 岩手：2014/10/20～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 牡8歳 馬主　（有）ユートピア牧場

鹿毛 生年月日　2017年5月18日 金沢：2014/12/15～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 青鹿毛 生年月日　2012年4月11日

父　アンライバルド 生産牧場　タバタファーム 愛知：2015/03/26～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 父　キングヘイロー 生産牧場　ユートピア牧場

母　マンデルーシュ（父　Ａｌｗｕｈｕｓｈ） 産地　日高町 金沢：20015/05/12～　7戦2勝（2着2回、3着0回） 母　アンジュポケット（父　ジャングルポケット） 産地　登別市

地方収得賞金　1,580,000円 南関東：2015/10/29～　40戦2勝（2着9回、3着7回） 地方収得賞金　27,612,000円

北海道：2019/07/18～　9戦1勝（2着1回、3着0回） 6枠8番 北海道：2014/05/05～　13戦2勝（2着1回、3着4回）

南関東：2019/12/19～　3戦0勝（2着1回、3着0回） スターグルーヴ 調教師　冨田敏男（浦和） 南関東：2015/01/03～　36戦7勝（2着5回、3着5回）

4枠4番 牝6歳 馬主　冨田藤男 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

ロートヴァイス 調教師　横山保（浦和） 鹿毛 生年月日　2014年4月24日 7枠9番

牝3歳 馬主　北原大史 父　サムライハート 生産牧場　鎌田正嗣 クルーズラミレス 調教師　山中尊徳（船橋） 

鹿毛 生年月日　2017年5月5日 母　ミルダイヤ（父　ヘクタープロテクター） 産地　浦河町 牡4歳 馬主　大久保和夫

父　ストロングリターン 生産牧場　小泉学 地方収得賞金　1,972,000円 青鹿毛 生年月日　2016年4月23日

母　ジェシカピンク（父　ディープインパクト） 産地　新冠町 北海道：2016/05/24～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　静内酒井牧場

地方収得賞金　1,929,000円 金沢：2016/09/18～　7戦2勝（2着1回、3着0回） 母　クリスタルブランカ（父　ネオユニヴァース） 産地　新ひだか町

北海道：2019/06/26～　10戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2016/01/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　9,035,000円

金沢：2019/12/08～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 笠松：2017/03/22～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2018/06/06～　7戦1勝（2着2回、3着2回）

南関東：2020/01/17～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2017/07/03～　60戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/01/16～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

7枠9番 8枠11番 岩手：2019/06/23～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

ミラコロアショーマ 調教師　小澤宏次（浦和） デニール 調教師　新井健児（川崎） 南関東：2019/12/17～　2戦0勝（2着2回、3着0回）

牝3歳 馬主　山崎和哉 牝7歳 馬主　（株）心頼ＬｏｏＰ ◆2019　ウイナーC［水沢］　1着

黒鹿毛 生年月日　2017年4月9日 鹿毛 生年月日　2013年4月29日 7枠10番

父　レッドスパーダ 生産牧場　川越ファーム 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　藤本牧場 ビービーガナール 調教師　武井和実（川崎）

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 母　ラベルフィーユ（父　アグネスデジタル） 産地　新ひだか町 牝4歳 馬主　（有）坂東牧場

地方収得賞金　1,955,000円 地方収得賞金　6,468,000円 黒鹿毛 生年月日　2016年5月4日

北海道：2019/05/21～　8戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2015/04/29～　8戦1勝（2着3回、3着0回） 父　ビービーガルダン 生産牧場　賀張三浦牧場

南関東：2019/12/24～　2戦0勝（2着2回、3着0回） 南関東：2016/01/02～　49戦3勝（2着6回、3着4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

8枠12番 地方収得賞金　10,668,000円

アップタウンローズ 調教師　水野貴史（浦和） 北海道：2018/05/09～　7戦2勝（2着0回、3着1回）

牝3歳 馬主　泉俊二 南関東：2018/12/17～　4戦3勝（2着0回、3着0回）

栗毛 生年月日　2017年3月27日 北海道：2019/05/29～　6戦3勝（2着1回、3着1回）

父　エスポワールシチー 生産牧場　木村牧場 南関東：2019/11/19～　5戦0勝（2着0回、3着2回）

母　ユーリカ（父　クロフネ） 産地　日高町 8枠12番

地方収得賞金　1,980,000円 ウインドブロウン 調教師　新井清重（船橋） 

北海道：2019/07/10～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 牡4歳 馬主　吉田照哉

南関東：2019/12/23～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2016年3月27日

父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 母　ウララカ（父　ワイルドラッシュ） 産地　千歳市

1R　①ポートカナベラル 地方収得賞金　10,470,000円

2R　②ハッピーアントニア 北海道：2018/06/21～　5戦1勝（2着0回、3着2回）

3R　⑧ナツミトゥジュール 南関東：2018/11/08～　9戦4勝（2着2回、3着1回）

5R　⑤タグヤ　⑦ラストスナイパー

6R　①ケープフィア　③リックソダネー

8R　①ハッピーフェイス　④ビーナスリング　⑨アクアスクリーン

9R　②ハタノサンドリヨン　⑤グレイン　⑨フリーゴーイング

10R　③オクシー

2/17(月) 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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応援よろしくね♪


