
1R 8R 11R　第12回ユングフラウ賞〔SⅡ〕

1枠1番 4枠4番 1枠1番

アーネム 調教師　酒井一則（浦和） クラデジャブー 調教師　藤原智行（浦和） アクアリーブル 調教師　佐藤賢二（船橋）

牝4歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 牡9歳 馬主　倉見利弘 牝3歳 馬主　（有）新生ファーム

鹿毛 生年月日　2016年5月7日 黒鹿毛 生年月日　2011年4月12日 栗毛 生年月日　2017年3月13日

父　エスポワールシチー 生産牧場　棚川光男 父　ファンタスティックライト 生産牧場　倉見牧場 父　パイロ 生産牧場　新生ファーム

母　アップルトウショウ（父　アンバーシヤダイ） 産地　新ひだか町 母　クラダッチューノ（父　サクラダイオー） 産地　日高町 母　アスカリーブル（父　ブラックタキシード） 産地　日高町

地方収得賞金　1,235,000円 地方収得賞金　13,186,000円 地方収得賞金　6,165,000円

北海道：2018/05/09～　5戦1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：2019/05/15～　10戦2勝（2着0回、3着2回）

南関東：2018/09/27～　11戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2013/12/03～　111戦7勝（2着9回、3着10回） 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

5枠5番 南関東：2020/01/08～　2戦0勝（2着1回、3着1回）

2R モリデンワルツ 調教師　山越光（浦和） ◆2019　知床賞［盛岡］　1着

5枠5番 牡5歳 馬主　水田栄之助 ◆2020　'20桃花賞［大井］　3着

モーニングサクラ 調教師　箕輪武（浦和） 鹿毛 生年月日　2015年4月9日 4枠4番

牝3歳 馬主　今朝光 父　ロジユニヴァース 生産牧場　森田芳男 コーラルツッキー 調教師　山崎裕也（川崎）

鹿毛 生年月日　2017年3月4日 母　モリデンヴィーナス（父　ジェニュイン） 産地　新冠町 牝3歳 馬主　（株）皐月

父　スピルバーグ 生産牧場　高村牧場 地方収得賞金　4,390,000円 鹿毛 生年月日　2017年4月23日

母　ライブリハート（父　プリサイスエンド） 産地　浦河町 北海道：2017/05/18～　9戦1勝（2着0回、3着2回） 父　シニスターミニスター 生産牧場　豊洋牧場

地方収得賞金　1,165,000円 南関東：2017/11/22～　30戦1勝（2着2回、3着3回） 母　コーラルビュー（父　キングヘイロー） 産地　日高町

北海道：2019/05/09～　13戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　25,250,000円

南関東：2019/12/24～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 9R 北海道：2019/05/09～　8戦4勝（2着0回、3着1回）

3枠3番 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

3R ハウマーナ 調教師　田邊陽一（川崎） ◆2019　エーデルワイス賞［門別］　1着

1枠1番 牝6歳 馬主　（株）紅谷 ◆2019　フルールC［門別］　1着

ヒメガミ 調教師　海馬澤司（浦和） 黒鹿毛 生年月日　2014年4月17日 ◆2019　栄冠賞［門別］　3着

牝8歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 父　フリオーソ 生産牧場　新生ファーム 6枠8番

黒鹿毛 生年月日　2012年5月14日 母　ゴーゴースズカ（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 エンジェルパイロ 調教師　森下淳平（大井）

父　スタチューオブリバティ 生産牧場　フジワラフアーム 地方収得賞金　10,568,000円 牝3歳 馬主　伏木田達之

母　ピエナプリンセス（父　デヒア） 産地　新ひだか町 北海道：2016/05/12～　11戦3勝（2着2回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2017年4月16日

地方収得賞金　10,421,000円 南関東：2017/01/02～　33戦3勝（2着1回、3着2回） 父　パイロ 生産牧場　伏木田牧場

北海道：2014/07/10～　7戦1勝（2着0回、3着2回） 母　エンジェルツイート（父　タイキシャトル） 産地　浦河町

愛知：2014/12/04～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 10R 地方収得賞金　7,690,000円

金沢：2014/12/25～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 5枠5番 北海道：2019/05/08～　6戦2勝（2着0回、3着1回）

愛知：2015/01/13～　5戦1勝（2着0回、3着0回） プリサイスサンデー 調教師　野口孝（浦和） 南関東：2019/12/31～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

金沢：2015/03/22～　7戦4勝（2着0回、3着0回） セン8歳 馬主　前田敏文 ◆2019　サッポロクラシックC［門別］　3着

南関東：2015/07/01～　35戦6勝（2着7回、3着1回） 栗毛 生年月日　2012年4月19日 ◆2020　'20桃花賞［大井］　2着

7枠10番 父　プリサイスエンド 生産牧場　真歌伊藤牧場 7枠9番

マスオ 調教師　野口孝（浦和） 母　ミサトペニー（父　オペラハウス） 産地　新ひだか町 テーオーブルベリー 調教師　中道啓二（大井）

牡7歳 馬主　宇田昌隆 地方収得賞金　15,910,000円 牝3歳 馬主　小笹公也

栗毛 生年月日　2013年5月17日 北海道：2014/05/15～　39戦7勝（2着3回、3着10回） 鹿毛 生年月日　2017年4月12日

父ディープスカイ 生産牧場　谷川牧場 南関東：2017/02/28～　31戦5勝（2着4回、3着4回） 父　カジノドライヴ 生産牧場　ヤナガワ牧場

母　マスカラーダ（父　スピニングワールド） 産地　浦河町 6枠7番 母　テーオーディオネ（父　ヴァーミリアン） 産地　日高町

地方収得賞金　9,463,000円 サンダーキング 調教師　河津裕昭（川崎） 地方収得賞金　12,950,000円

北海道：2015/07/15～　8戦1勝（2着2回、3着0回） 牡4歳 馬主　村山忠弘 北海道：2019/06/13～　6戦2勝（2着1回、3着1回）

南関東：2015/12/02～　73戦3勝（2着4回、3着8回） 鹿毛 生年月日　2016年3月14日 　うち他地区参戦：2戦1勝（2着1回、3着0回）

父　キングヘイロー 生産牧場　鹿戸美明 ◆2019　ラブミーチャン記念［笠松］　1着

4R 母　クイーンブルー（父　アドマイヤベガ） 産地　日高町 ◆2019　東京2歳優駿牝馬［大井］　2着　　◆2019　園田プリンセスC［園田］　2着

1枠1番 地方収得賞金　6,302,000円 8枠12番

ピカリン 調教師　工藤伸輔（浦和） 北海道：2018/05/09～　8戦0勝（2着0回、3着2回） レイズアストーム 調教師　小澤宏次（浦和）

牝6歳 馬主　篠原憲雄 金沢：2018/11/04～　5戦1勝（2着2回、3着0回） 牝3歳 馬主　吉川朋宏

栗毛 生年月日　2014年3月24日 南関東：2019/01/28～　20戦0勝（2着4回、3着5回） 黒鹿毛 生年月日　2017年5月14日

父　キングヘイロー 生産牧場　森永聡 8枠12番 父　サウスヴィグラス 生産牧場　山口忠彦

母　サイキョウヒカリ（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町 ピュアセレニティー 調教師　岡林光浩（船橋） 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

地方収得賞金　5,351,000円 牝4歳 馬主　（有）ユートピア牧場 地方収得賞金　2,525,000円

北海道：2016/06/23～　15戦1勝（2着2回、3着6回） 鹿毛 生年月日　2016年4月7日 北海道：2019/07/31～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2017/11/22～　33戦2勝（2着2回、3着4回） 父　ブラックタイド 生産牧場　新井牧場 南関東：2019/12/24～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

母　ピュアシンフォニー（父　ストラヴィンスキー） 産地　むかわ町

7R 地方収得賞金　6,170,000円 12R

2枠2番 北海道：2018/05/17～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 1枠1番

カゲカツ 調教師　長谷川忍（浦和） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） フレアリングスター 調教師　藤原智行（浦和） 

牡6歳 馬主　爲永良弘 南関東：2018/12/11～　12戦3勝（2着2回、3着0回） 牡6歳 馬主　山口明彦

栗毛 生年月日　2014年4月3日 鹿毛 生年月日　2014年4月26日

父　ロードアルティマ 生産牧場　藤春修二 ●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 父　アドマイヤマックス 生産牧場　山口明彦

母　エメラルドコースト（父　ダンスインザダーク） 産地　浦河町 3R　②オグリグラス　⑦ランタン　⑧フジノローズ 母　フレアリングピュア（父　ブラックホーク） 産地　平取町

地方収得賞金　7,643,000円 5R　⑧サクラエ 地方収得賞金　14,609,000円

北海道：2016/05/04～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 6R　⑧ベアーレ 北海道：2016/06/08～　13戦1勝（2着5回、3着1回）

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 7R　④カティサンダ　⑦ハーリーバーリー 南関東：2016/11/29～　7戦0勝（2着1回、3着2回）

兵庫：2016/12/22～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 8R　④マリポサ 北海道：2017/04/18～　15戦1勝（2着2回、3着2回）

北海道：2017/06/21～　7戦1勝（2着3回、3着1回） 9R　⑥バレンティーノ 南関東：2017/12/21～　44戦3勝（2着4回、3着4回）

南関東：2017/11/24～　36戦1勝（2着7回、3着3回） 5枠5番

3枠3番 アブソルートクイン 調教師　米谷康秀（船橋） 

タイヨウノウタ 調教師　酒井一則（浦和） 牝4歳 馬主　廣松光成

牝4歳 馬主　太田雅貴 栗毛 生年月日　2016年5月14日

鹿毛 生年月日　2016年5月16日 父　カネヒキリ 生産牧場　長谷部牧場

父　サウスヴィグラス 生産牧場　中本隆志 母　アイディアルクイン（父　アスワン） 産地　日高町

母　ディマー（父　Ｃａｅｒｌｅｏｎ） 産地　新冠町 地方収得賞金　9,293,000円

地方収得賞金　2,974,000円 北海道：2018/07/12～　5戦1勝（2着1回、3着1回）

北海道：2018/08/30～　4戦0勝（2着2回、3着1回） 南関東：2019/03/15～　10戦2勝（2着2回、3着0回）

高知：2018/12/16～　3戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2018　ブロッサムC［門別］　3着

笠松：2019/02/06～　5戦1勝（2着0回、3着2回）

南関東：2019/05/29～　9戦1勝（2着1回、3着1回） ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
6枠7番 1R　⑤パレスドラゴン　

ダンストンラソ 調教師　野口孝（浦和） 2R　②イダテンアロー　③フェールマルトー　④ドーベルフラッシュ

牝5歳 馬主　伊藤治子 　　　⑤クラモン　⑫ナウシカオジョー

青鹿毛 生年月日　2015年4月6日 4R　⑤ゴールドカムイ

父　ロードアルティマ 生産牧場　原フアーム 5R　⑧ハニューハント

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 6R　①エイシンネッケツ　③マケマケ

地方収得賞金　5,751,000円 7R　②シティーリヴァー　⑦インパクロ

北海道：2017/06/22～　8戦2勝（2着2回、3着1回） 8R　⑦コパノミラーレ

南関東：2017/11/22～　8戦1勝（2着0回、3着1回） 9R　④キール　⑦アポストル　⑨エスプリゾーン　⑪チェリーベアハート

岩手：2018/04/30～　23戦4勝（2着3回、3着3回） 10R第12回園田ユースC　④ナットビーワン　⑥エイシンハルニレ

南関東：2020/01/16～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 　　　⑩スーパーローズ　⑪エムザックベルガー

2/19(水) 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


