
1R 3R 7R

1枠1番 2枠2番 5枠6番

フェアリーマジック 調教師　川村守男（浦和） スターグルーヴ 調教師　冨田敏男（浦和） シンキングスピーク 調教師　内田勝義（川崎） 

牝3歳 馬主　（有）吉田牧場 牝6歳 馬主　冨田藤男 牡5歳 馬主　佐藤雄司

鹿毛 生年月日　2017年4月27日 鹿毛 生年月日　2014年4月24日 黒鹿毛 生年月日　2015年4月28日

父　リアルインパクト 生産牧場　吉田牧場 父　サムライハート 生産牧場　鎌田正嗣 父　ロージズインメイ 生産牧場　浜口牧場

母　リボンノキシ（父　スクワートルスクワート） 産地　安平町 母　ミルダイヤ（父　ヘクタープロテクター） 産地　浦河町 母　ボロブドゥール（父　ハイアーゲーム） 産地　新冠町

地方収得賞金　2,755,000円 地方収得賞金　1,972,000円 地方収得賞金　5,121,000円

北海道：2019/05/29～　9戦2勝（2着0回、3着1回） 北海道：2016/05/24～　7戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2017/05/17～　6戦1勝（2着1回、3着2回）

南関東：2019/12/23～　3戦0勝（2着2回、3着1回） 金沢：2016/09/18～　7戦2勝（2着1回、3着0回） 南関東：2017/09/06～　27戦0勝（2着4回、3着2回）

5枠6番 南関東：2016/01/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 6枠8番

アップタウンローズ 調教師　水野貴史（浦和） 笠松：2017/03/22～　5戦0勝（2着0回、3着1回） ジャンプショット 調教師　薮口一麻（浦和）

牝3歳 馬主　泉俊二 南関東：2017/07/03～　62戦0勝（2着0回、3着0回） 牡7歳 馬主　藤江勢津男

栗毛 生年月日　2017年3月27日 4枠4番 黒鹿毛 生年月日　2013年4月6日

父　エスポワールシチー 生産牧場　木村牧場 デニール 調教師　新井健児（川崎） 父　ブラックタキシード 生産牧場　佐藤静子

母　ユーリカ（父　クロフネ） 産地　日高町 牝7歳 馬主　（株）心頼ＬｏｏＰ 母　フジアンジュ（父　マヤノトップガン） 産地　新冠町

地方収得賞金　2,435,000円 鹿毛 生年月日　2013年4月29日 地方収得賞金　13,196,000円

北海道：2019/07/10～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 父　アドマイヤオーラ 生産牧場　藤本牧場 北海道：2015/08/05～　6戦2勝（2着1回、3着2回）

南関東：2019/12/23～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 母　ラベルフィーユ（父　アグネスデジタル） 産地　新ひだか町 南関東：2015/11/30～　68戦3勝（2着2回、3着6回）

6枠8番 地方収得賞金　6,468,000円

サプライズドルチェ 調教師　平田正一（川崎） 北海道：2015/04/29～　8戦1勝（2着3回、3着0回） 8R

牝3歳 馬主　吉岡廣樹 南関東：2016/01/02～　51戦3勝（2着6回、3着4回） 2枠2番

黒鹿毛 生年月日　2017年4月10日 5枠5番 ヤーラシカ 調教師　佐藤博紀（川崎）

父　ローレルゲレイロ 生産牧場　大典牧場 クラセイジョ 調教師　藤原智行（浦和） 牝4歳 馬主　成富直行

母　サンフローラン（父　ゼンノロブロイ） 産地　新ひだか町 牝7歳 馬主　倉見利弘 黒鹿毛 生年月日　2016年2月17日

地方収得賞金　2,375,000円 栗毛 生年月日　2013年4月30日 父　トゥザグローリー 生産牧場　原田牧場

北海道：2019/05/22～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 父　サイレントディール 生産牧場　倉見牧場 母　ヤマノシンデレラ（父　タイキシャトル） 産地　日高町

南関東：2019/12/19～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 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 地方収得賞金　3,168,000円

7枠9番 地方収得賞金　5,536,000円 北海道：2018/06/13～　9戦0勝（2着1回、3着2回）

センターロード 調教師　池田孝（川崎） 北海道：2015/05/14～　13戦1勝（2着0回、3着0回） 佐賀：2018/12/16～　7戦1勝（2着2回、3着1回）

牝3歳 馬主　（株）ＭＭＣ 金沢：2015/12/13～　24戦4勝（2着2回、3着3回） 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7日 　うち他地区参戦：4戦2勝（2着0回、3着2回） 南関東：2019/09/05～　9戦0勝（2着2回、3着3回）

父　ディープスカイ 生産牧場　大道牧場 南関東：2016/12/19～　53戦1勝（2着5回、3着1回） 6枠7番

母　ベッロカリーノ（父　キングカメハメハ） 産地　浦河町 タイヨウノウタ 調教師　酒井一則（浦和）

地方収得賞金　2,475,000円 4R 牝4歳 馬主　太田雅貴

北海道：2019/07/31～　7戦0勝（2着1回、3着0回） 2枠2番 鹿毛 生年月日　2016年5月16日

岩手：2019/12/23～　1戦1勝（2着0回、3着0回） ウィンディスカイ 調教師　柘榴浩樹（浦和） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　中本隆志

南関東：2020/01/30～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 牝7歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 母　ディマー（父　Ｃａｅｒｌｅｏｎ） 産地　新冠町

8枠11番 鹿毛 生年月日　2013年3月30日 地方収得賞金　3,174,000円

ベニノエンゼル 調教師　山越光（浦和） 父　ディープスカイ 生産牧場　沖田牧場 北海道：2018/08/30～　4戦0勝（2着2回、3着1回）

牝3歳 馬主　（株）紅谷 母　ウィンディガーデン（父　タニノギムレット） 産地　日高町 高知：2018/12/16～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2017年2月24日 地方収得賞金　7,238,000円 笠松：2019/02/06～　5戦1勝（2着0回、3着2回）

父　ルースリンド 生産牧場　棚川光男 北海道：2015/05/13～　8戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/05/29～　11戦1勝（2着1回、3着1回）

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 兵庫：2015/12/23～　6戦0勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　2,595,000円 北海道：2016/05/25～　11戦0勝（2着3回、3着2回） 10R

北海道：2019/06/13～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 金沢：2016/11/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 5枠5番

南関東：2019/12/24～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 愛知：2016/12/16～　2戦1勝（2着0回、3着0回） ナンセカンセ 調教師　藤原智行（浦和）

南関東：2017/02/03～　23戦5勝（2着2回、3着4回） 牡5歳 馬主　村上卓史

2R 栗毛 生年月日　2015年3月27日

3枠3番 5R 父　フリオーソ 生産牧場　木戸口牧場

ボルドーヴェルチュ 調教師　平田正一（川崎） 4枠4番 母　ディアン（父　ブラックタイアフェアー） 産地　浦河町

牝3歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） ビューティ 調教師　冨田敏男（浦和） 地方収得賞金　3,582,000円

黒鹿毛 生年月日　2017年3月31日 牡7歳 馬主　冨田藤男 北海道：2017/07/13～　7戦1勝（2着2回、3着2回）

父　トゥザワールド 生産牧場　ヒカル牧場 鹿毛 生年月日　2013年3月14日 愛知：2018/04/11～　22戦5勝（2着4回、3着6回）

母　プロハンター（父　シーキングザダイヤ） 産地　新冠町 父　スターリングローズ 生産牧場　新生ファーム 南関東：2019/09/12～　8戦0勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　2,593,000円 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：2019/05/08～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　8,877,000円 11R

笠松：2019/08/14～　4戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2017/05/27～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 2枠2番

南関東：2019/11/21～　6戦0勝（2着1回、3着1回） 金沢：2015/06/28～　8戦4勝（2着3回、3着1回） レインハート 調教師　加藤誠一（川崎） 

◆2019　ジュニアクラウン［笠松］　3着 兵庫：2015/12/24～　8戦2勝（2着2回、3着1回） 牡6歳 馬主　橋本義次

7枠10番 笠松：2016/04/38～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2014年5月16日

レイズアストーム 調教師　小澤宏次（浦和） 南関東：2016/07/14～　7戦0勝（2着0回、3着0回） 父　サムライハート 生産牧場　川向高橋育成牧場

牝3歳 馬主　吉川朋宏 北海道：2017/05/04～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 母　モルフェプリンセス（父　モルフェデスペクタ） 産地　平取町

黒鹿毛 生年月日　2017年5月14日 南関東：2017/09/07～　40戦1勝（2着4回、3着4回） 地方収得賞金　12,339,000円　　中央収得賞金　4,000,000円（付加賞金　28,000円）

父　サウスヴィグラス 生産牧場　山口忠彦 ◆2015　金沢ヤングチャンピオン［金沢］　2着 北海道：2016/05/18～　8戦1勝（2着2回、3着3回）

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 ◆2015　兼六園ジュニアカップ［金沢］　3着 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　2,525,000円 南関東：2018/05/04～　20戦3勝（2着3回、3着0回）

北海道：2019/07/31～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 6R

南関東：2019/12/24～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 2枠2番

ノースヒビキ 調教師　長谷川忍（浦和）

牝4歳 馬主　早川正行

黒鹿毛 生年月日　2016年4月9日

父　ベルシャザール 生産牧場　元茂義一

母　キテキ（父　スキャターザゴールド） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,622,000円

北海道：2018/08/23～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

笠松：2018/11/23～　13戦2勝（2着1回、3着1回）

南関東：2019/08/20～　10戦0勝（2着0回、3着0回）

3/23(月) 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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２着

前走
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前走
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前走
３着

場外発売・払戻の取り止めについて

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、当面の間、門別競馬場及び

全道16か所の場外発売所（Aiba、J-PLACE）における勝馬投票券の発売・

払戻を取り止めます。

ファンの皆様や関係者の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒
ご了承いただきますようお願い申し上げます。

ホッカイドウ競馬

前走
３着


