
1R 4R 8R

2枠2番 6枠8番 8枠11番

トライゾン 調教師　鈴木義久（川崎） インナーブル 調教師　内野健二（浦和） ロゼッタハート 調教師　午房榮吉（浦和）

牡3歳 馬主　（有）山春牧場 牡8歳 馬主　長橋秀雄 牝6歳 馬主　小橋亮太

鹿毛 生年月日　2017年3月6日 栗毛 生年月日　2012年4月27日 鹿毛 生年月日　2014年2月21日

父　ジャングルポケット 生産牧場　高橋農場 父　ワイルドラッシュ 生産牧場　坂東牧場 父　ネオユニヴァース 生産牧場　ヤナガワ牧場

母　メサイア（父　エンドスウィープ） 産地　伊達市 母　マチカネアズサユミ（父　ティンバーカントリー） 産地　平取町 母　サイモンドルチェ（父　ジャングルポケット） 産地　日高町

地方収得賞金　775,000円 地方収得賞金　11,395,000円 地方収得賞金　7,026,000円

北海道：2019/08/14～　7戦1勝（2着0回、3着3回） 北海道：2014/07/02～　7戦0勝（2着2回、3着3回） 北海道：2016/06/23～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2020/01/01～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 兵庫：2014/12/23～　1戦1勝（2着0回、3着0回） JRA：2016/12/18～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

6枠8番 南関東：2015/02/24～　45戦5勝（2着3回、3着4回） 南関東：2017/05/01～　38戦1勝（2着3回、3着2回）

クラヴァーキン 調教師　藤原智行（浦和） 岩手：2019/04/21～　13戦4勝（2着1回、3着1回）

牝3歳 馬主　倉見利弘 5R 南関東：2020/01/17～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2017年3月21日 4枠4番

父　ヴァーミリアン 生産牧場　倉見牧場 エイシングラニ 調教師　宇野木数徳（浦和） 9R

母　クラキンコ（父　クラキングオー） 産地　日高町 牡6歳 馬主　岡本育枝 1枠1番

地方収得賞金　825,000円 芦毛 生年月日　2014年4月19日 ギンチャン 調教師　水野貴史（浦和）

北海道：2019/05/21～　13戦1勝（2着0回、3着0回） 父　タニノギムレット 生産牧場　高野牧場 牝6歳 馬主　森田榮一

南関東：2019/12/24～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 母　マシロンガール（父　Ｗｉｔｈ　Ａｐｐｒｏｖａｌ） 産地　浦河町 鹿毛 生年月日　2014年5月30日

地方収得賞金　8,280,000円 父　パイロ 生産牧場　阿部栄乃進

2R 北海道：2016/08/18～　7戦1勝（2着0回、3着2回） 母　ギンマクノヨウセイ（父　グラスワンダー） 産地　厚真町

3枠3番 兵庫：2016/12/22～　11戦2勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　13,590,000円

レイヴィーナス 調教師　佐々木仁（川崎） 南関東：2017/09/14～　36戦3勝（2着0回、3着4回） 北海道：2016/07/20～　6戦1勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　信田朋嗣 8枠11番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

栗毛 生年月日　2017年5月3日 フロンターレ 調教師　今井輝和（川崎） JRA：2017/01/22～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

父　スマートファルコン 生産牧場　西村和夫 牡4歳 馬主　八嶋長久 南関東：2017/07/17～　18戦5勝（2着1回、3着2回）

母　サムタイムレーター（父　エンドスウィープ） 産地　新ひだか町　 鹿毛 生年月日　2016年3月21日 5枠6番

地方収得賞金　1,108,000円 父　ロジユニヴァース 生産牧場　小泉牧場 ドンゲイボルグ 調教師　村田順一（川崎） 

北海道：2019/08/01～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 母　ブランドシャトル（父　Ｔｈｅａｔｒｉｃａｌ） 産地　新冠町 牡7歳 馬主　酒井孝敏

岩手：2019/10/28～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　1,767,000円 芦毛 生年月日　2013年4月29日

南関東：2019/12/19～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/04/18～　14戦1勝（2着1回、3着3回） 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　富田恭司

4枠4番 南関東：2019/11/17～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 母　スカアハ（父　アサティス） 産地　様似町

ナッチャンカット 調教師　箕輪武（浦和） 8枠12番 地方収得賞金　18,196,000円

牝3歳 馬主　山口春夫 ジャスティス 調教師　柘榴浩樹（浦和） 北海道：2015/06/18～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2017年6月6日 牡7歳 馬主　冨田藤男 南関東：2015/10/06～　7戦0勝（2着0回、3着2回）

父　シビルウォー 生産牧場　柏木一則 青鹿毛 生年月日　2013年2月19日 佐賀：2016/04/09～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

母　ハツネドオゴ（父　ミシエロ） 産地　新冠町 父　ロージズインメイ 生産牧場　ベルモントファーム 南関東：2016/09/26～　15戦2勝（2着2回、3着1回）

地方収得賞金　1,145,000円 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 兵庫：2017/07/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2019/07/24～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　12,060,000円 南関東：2017/09/03～　12戦0勝（2着2回、3着1回）

南関東：2019/12/24～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2015/04/29～　13戦1勝（2着2回、3着4回） 北海道：2018/06/06～　8戦1勝（2着0回、3着3回）

6枠7番 金沢：2015/11/29～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2018/12/27～　22戦1勝（2着4回、3着2回）

スーパーペディ 調教師　岡田一男（浦和） 南関東：2015/12/29～　77戦2勝（2着5回、3着7回）

牡3歳 馬主　三田正眞 ◆2015　金沢ヤングチャンピオン［金沢］　3着 10R

青鹿毛 生年月日　2017年5月10日 6枠7番

父　ロージズインメイ 生産牧場　静内山田牧場 6R ブルーローズ 調教師　野口孝（浦和） 

母　ジムノペディ（父　チチカステナンゴ） 産地　新ひだか町 3枠3番 牝4歳 馬主　千田裕美

地方収得賞金　1,140,000円 ビューティ 調教師　冨田敏男（浦和） 鹿毛 生年月日　2016年4月7日

北海道：2019/06/05～　12戦1勝（2着1回、3着2回） 牡7歳 馬主　冨田藤男 父　タイムパラドックス 生産牧場　原フアーム

南関東：2020/01/01～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2013年3月14日 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

7枠9番 父　スターリングローズ 生産牧場　新生ファーム 地方収得賞金　9,795,000円

スティールピクシー 調教師　山田質（川崎） 母　ゴーゴースズカ（父　フォーティナイナー） 産地　日高町 北海道：2018/05/09～　8戦1勝（2着1回、3着2回）

牝3歳 馬主　杉浦和也 地方収得賞金　8,793,000円 南関東：2018/10/23～　18戦1勝（2着3回、3着6回）

芦毛 生年月日　2017年5月16日 北海道：2017/05/27～　1戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2019　'19桃花賞［大井］　3着

父　タニノギムレット 生産牧場　森政巳 金沢：2015/06/28～　8戦4勝（2着3回、3着1回） 8枠12番

母　キリーンガール（父　Ｃｏｚｚｅｎｅ） 産地　新ひだか町 兵庫：2015/12/24～　8戦2勝（2着2回、3着1回） ニャチャン 調教師　冨田敏男（浦和）

地方収得賞金　1,081,000円 笠松：2016/04/38～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 牝7歳 馬主　冨田藤男

北海道：2019/06/20～　11戦0勝（2着3回、3着3回） 南関東：2016/07/14～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 芦毛 生年月日　2013年3月8日

南関東：2019/12/19～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2017/05/04～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 父　クーリンガー 生産牧場　静内酒井牧場

8枠11番 南関東：2017/09/07～　38戦1勝（2着4回、3着4回） 母　クーチュア（父　Ｃａｐｏｔｅ） 産地　新ひだか町

ネクサスエッジ 調教師　小澤宏次（浦和） ◆2015　金沢ヤングチャンピオン［金沢］　2着 地方収得賞金　22,803,000円

牝3歳 馬主　水谷昌晃 ◆2015　兼六園ジュニアカップ［金沢］　3着 北海道：2015/08/20～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

栗毛 生年月日　2017年4月21日 7枠9番 岩手：2015/12/12～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

父　メイショウボーラー 生産牧場　オークツリーファーム ディアサンダー 調教師　久保勇（川崎） 愛知：2016/02/17～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

母　ベルモンタージュ（父　アフリート） 産地　平取町 牝5歳 馬主　大野洋子 岩手：2016/04/02～　3戦0勝（2着0回、3着2回）

地方収得賞金　1,120,000円 青鹿毛 生年月日　2015年4月27日 南関東：2016/07/06～　29戦7勝（2着5回、3着5回）

北海道：2019/07/18～　7戦1勝（2着3回、3着0回） 父　ブラックタキシード 生産牧場　西野春樹

母　ディアダンサー（父　ディアブロ） 産地　日高町 12R

●笠松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　3,837,000円 5枠6番

1R　①ポジティブ　②フレッシュライン　③スカイガーデン 北海道：2017/07/26～　27戦3勝（2着4回、3着1回） レスプレンデント 調教師　平田正一（川崎） 

　　　⑤ダブルポジション　⑨マジックガール 南関東：2018/12/19～　17戦1勝（2着1回、3着4回） 牝4歳 馬主　吉岡大樹

3R　④ホワイトガンベルト 栗毛 生年月日　2016年5月1日

4R　⑧マッチデース 父　ロジユニヴァース 生産牧場　豊洋牧場

6R　③ハウメニーローズ　⑦ナツミフルーリー　⑨ラヴウォリアー 母　ベストミニオン（父　シニスターミニスター） 産地　日高町

8R　③タッチウェーブ　⑨オーシャンスカイ 地方収得賞金　6,819,000円

9R　①キセキタイム　④ローズレイジング　⑥アニマーダ 北海道：2018/05/22～　9戦1勝（2着1回、3着2回）

　　　⑧ボルドープリュネ 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

10R　⑦ボルドープラージュ　⑧ドリームスイーブル 南関東：2018/12/21～　12戦1勝（2着3回、3着2回）

◆2018　プリンセスC[水沢]　3着

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 8枠11番

5R　③フリムケバシコ　④セツゲツカ　⑩フジノラビット キラキラオーラ 調教師　牛房榮吉（浦和）

7R　④カモーンツバサ　⑤タートルブライアン　⑦ルナシーナ 牝5歳 馬主　田頭勇貴

9R　⑧バンローズキングス　⑨イケノオテンチャン 鹿毛 生年月日　2015年3月21日

10R第4回園田ウインターC　③エイシンエンジョイ 父　バトルプラン 生産牧場　畠山牧場

11R　⑫ソトコマタ 母　キャラメリゼ（父　ブライアンズタイム） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　7,715,000円

北海道：2017/08/16～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

JRA：2017/12/02～　13戦0勝（2着0回、3着0回）

愛知：2019/04/18～　7戦5勝（2着1回、3着0回）

南関東：2019/08/16～　8戦2勝（2着0回、3着0回）

2/20(木) 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
２着

転入後
初出走

前走
３着

前走
２着

応援よろしくね♪


