
2R 6R 9R

8枠12番 4枠4番 3枠3番

ヴァローダムーン 調教師　宇野木数徳（浦和） ダンストンラソ 調教師　野口孝（浦和） ヨシノルキー 調教師　平山真希（浦和）

牝9歳 馬主　岡本育枝 牝5歳 馬主　伊藤治子 牝4歳 馬主　中村吉隆

栗毛 生年月日　2011年3月29日 青鹿毛 生年月日　2015年4月6日 黒鹿毛 生年月日　2016年5月1日

父　ジャイアントレッカー 生産牧場　厚賀古川牧場 父　ロードアルティマ 生産牧場　原フアーム 父　プリサイスエンド 生産牧場　富塚ファーム

母　サンエムバラード（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 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 母　アイラシンガー（父　アグネスタキオン） 産地　浦河町

地方収得賞金　10,217,000円 地方収得賞金　5,751,000円 地方収得賞金　4,736,000円

北海道：2013/05/03～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/06/22～　8戦2勝（2着2回、3着1回） 北海道：2018/06/20～　10戦1勝（2着1回、3着1回）

兵庫：2013/08/30～　16戦2勝（2着3回、3着4回） 南関東：2017/11/22～　8戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2018/12/29～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2014/08/13～　94戦4勝（2着5回、3着12回） 岩手：2018/04/30～　23戦4勝（2着3回、3着3回） 北海道：2019/04/18～　12戦0勝（2着3回、3着7回）

南関東：2020/01/16～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/12/23～　4戦0勝（2着0回、3着2回）

3R 8枠10番 5枠6番

2枠2番 カゲカツ 調教師　長谷川忍（浦和） メルシーサンサン 調教師　小澤宏次（浦和） 

アザミ 調教師　内野健二（浦和） 牡6歳 馬主　爲永良弘 牝4歳 馬主　迎徹

牝6歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 栗毛 生年月日　2014年4月3日 鹿毛 生年月日　2016年4月9日

鹿毛 生年月日　2014年4月5日 父　ロードアルティマ 生産牧場　藤春修二 父　ダンカーク 生産牧場　地興牧場

父　ヴァーミリアン 生産牧場　田中春美 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 母　ノルゲ（父　ワイルドラッシュ） 産地　浦河町

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　7,993,000円 地方収得賞金　4,335,000円

地方収得賞金　9,117,000円 北海道：2016/05/04～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2018/06/06～　6戦1勝（2着2回、3着3回）

北海道：2016/06/23～　7戦0勝（2着0回、3着1回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/10/23～　11戦0勝（2着3回、3着3回）

笠松：2017/02/24～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 兵庫：2016/12/22～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

金沢：2017/04/03～　15戦3勝（2着3回、3着3回） 北海道：2017/06/21～　7戦1勝（2着3回、3着1回） 11R　'20ティアラC（準重賞）

南関東：2018/01/31～　40戦4勝（2着6回、3着0回） 南関東：2017/11/24～　38戦1勝（2着7回、3着3回） 5枠5番

フィーユドトネール 調教師　川島正一（船橋） 

4R 7R 牝6歳 馬主　（有）キャロットファーム

5枠5番 3枠3番 栗毛 生年月日　2014年3月18日

ラストプラム 調教師　今井輝和（川崎） アカフジ 調教師　川村守男（浦和） 父　カネヒキリ 生産牧場　ノーザンファーム

牝5歳 馬主　門別敏朗 牡3歳 馬主　（有）吉田牧場 母　マンハッタン（父　アフリート） 産地　安平町

栗毛 生年月日　2015年5月14日 鹿毛 生年月日　2017年5月28日 地方収得賞金　17,633,000円

父　プリサイスエンド 生産牧場　門別敏朗 父　ネオヴァンドーム 生産牧場　宮井孝典 北海道：2016/06/23～　2戦1勝（2着1回、3着0回）

母　プラムプティング（父　アフリート） 産地　日高町 母　シワクシラナミ（父　シルバーチャーム） 産地　伊達市 南関東：2016/12/08～　24戦5勝（2着7回、3着3回）

地方収得賞金　4,705,000円 地方収得賞金　3,995,000円 5枠6番

北海道：2017/06/15～　9戦1勝（2着4回、3着2回） 北海道：2019/10/29～　1戦1勝（2着0回、3着0回） イージーナウ 調教師　内田勝義（川崎） 

南関東：2018/01/26～　29戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2019/11/28～　5戦2勝（2着1回、3着0回） 牝4歳 馬主　（有）グランド牧場

7枠9番 4枠4番 青鹿毛 生年月日　2016年4月21日

フォルレイロ 調教師　今井輝和（川崎） ソングウィズローズ 調教師　稲葉道行（船橋） 父　シニスターミニスター 生産牧場　グランド牧場

牝4歳 馬主　八嶋長久 牝3歳 馬主　金井順一 母　プリエミネンス（父　アフリート） 産地　新ひだか町

黒鹿毛 生年月日　2016年4月2日 黒鹿毛 生年月日　2017年4月5日 地方収得賞金　12,805,000円

父　ローレルゲレイロ 生産牧場　村田牧場 父　ロージズインメイ 生産牧場　ヤナガワ牧場 北海道：2018/06/20～　7戦3勝（2着1回、3着1回）

母　リキサンキャロル（父　ニューイングランド） 産地　新冠町 母　メイショウネイロ（父　ネオユニヴァース） 産地　日高町 南関東：2019/01/30～　9戦2勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　2,775,000円 地方収得賞金　2,875,000円 ◆2018　ブロッサムC［門別］　1着

北海道：2018/08/16～　6戦0勝（2着4回、3着0回） 北海道：2019/06/19～　7戦1勝（2着2回、3着2回） 7枠9番

南関東：2018/12/03～　19戦0勝（2着2回、3着0回） 南関東：2019/12/11～　3戦1勝（2着1回、3着0回） ヤマジュンハナビ 調教師　宇野木数徳（浦和）

7枠10番 7枠9番 牝4歳 馬主　山下洵一郎

モリデンテキーラ 調教師　山越光（浦和） サドンゲイル 調教師　水野貴史（浦和） 青鹿毛 生年月日　2016年3月18日

牝5歳 馬主　森田芳男 牡3歳 馬主　泉俊二 父　プリサイスエンド 生産牧場　ヒダカフアーム

青鹿毛 生年月日　2015年5月31日 青鹿毛 生年月日　2017年5月13日 母　マルラニビスティー（父　ダンスインザダーク） 産地　浦河町

父　キングヘイロー 生産牧場　森田芳男 父　シンボリクリスエス 生産牧場　大川牧場 地方収得賞金　8,580,000円

母　アローフィールド（父　シャーディー） 産地　新冠町 母　エンゼルアーチ（父　Ｓｍａｒｔ　Ｓｔｒｉｋｅ） 産地　厚真町 北海道：2018/06/27～　7戦1勝（2着1回、3着3回）

地方収得賞金　4,685,000円 地方収得賞金　2,000,000円 南関東：2018/11/21～　24戦1勝（2着4回、3着5回）

北海道：2017/08/02～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/05/16～　12戦0勝（2着2回、3着3回）

JRA：2018/02/17～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/11/28～　7戦0勝（2着1回、3着2回） 12R

南関東：2018/10/22～　8戦2勝（2着2回、3着0回） 3枠3番

8R ゴールドメッセージ 調教師　藤原智行（浦和） 

5R 7枠10番 牡6歳 馬主　山口明彦

1枠1番 セントサレディー 調教師　長谷川忍（浦和） 鹿毛 生年月日　2014年2月11日

モリデンスター 調教師　山越光（浦和） 牝4歳 馬主　杉浦和也 父　カネヒキリ 生産牧場　山口明彦

牡3歳 馬主　森田芳男 黒鹿毛 生年月日　2016年4月19日 母　ウィンメッセージ（父　ウイニングチケット） 産地　平取町

鹿毛 生年月日　2017年5月19日 父　アッミラーレ 生産牧場　山野牧場 地方収得賞金　8,068,000円

父　スターリングローズ 生産牧場　森田芳男 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：2016/05/25～　10戦2勝（2着1回、3着2回）

母　アローフィールド（父　シャーディー） 産地　新冠町 地方収得賞金　4,116,000円 南関東：2016/11/29～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

地方収得賞金　7,515,000円 北海道：2018/05/10～　7戦0勝（2着1回、3着1回） 北海道：2017/04/18～　24戦2勝（2着2回、3着8回）

北海道：2019/06/20～　7戦3勝（2着2回、3着0回） 笠松：2018/10/19～　4戦1勝（2着2回、3着1回） 南関東：2019/01/07～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/12/23～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2019/02/14～　21戦0勝（2着1回、3着3回） 北海道：2019/04/17～　14戦2勝（2着0回、3着3回）

3枠3番 ◆2018　ジュニアキング［笠松］　2着 南関東：2019/11/26～　7戦0勝（2着0回、3着1回）

トゥギャザーウェン 調教師　平山真希（浦和）

牝3歳 馬主　渡部賢治

鹿毛 生年月日　2017年3月28日

父　トランセンド 生産牧場　川端英幸

母　アイラインローザー（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　5,320,000円

北海道：2019/05/21～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/11/04～　5戦1勝（2着1回、3着0回）

3/24(火)浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
１着

前走
１着

前走
３着

前走
３着

前走
１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


