
1R 6R 10R

6枠7番 7枠9番 6枠7番

アーネム 調教師　酒井一則（浦和） スティールジェンヌ 調教師　佐々木仁（川崎） ミスダイテン 調教師　加藤誠一（川崎）

牝4歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 牝4歳 馬主　菅野守雄 牝6歳 馬主　大典牧場（有）

鹿毛 生年月日　2016年5月7日 鹿毛 生年月日　2016年2月28日 芦毛 生年月日　2014年3月10日

父　エスポワールシチー 生産牧場　棚川光男 父　アポロキングダム 生産牧場　石郷岡雅樹 父　シルバーチャーム 生産牧場　大典牧場

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　チョウノヨウニマイ（父　Ｂｒｏａｄ　Ｂｒｕｓｈ） 産地　新冠町 母　サムタイム（父　ブライアンズタイム） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,515,000円 地方収得賞金　4,496,000円 地方収得賞金　12,888,000円

北海道：2018/05/09～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/05/22～　10戦2勝（2着3回、3着3回） 北海道：2016/06/14～　8戦2勝（2着3回、3着0回）

南関東：2018/09/27～　12戦0勝（2着1回、3着1回） 南関東：2018/12/17～　11戦0勝（2着2回、3着2回） 南関東：2017/04/06～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

8枠11番 北海道：2017/08/17～　4戦0勝（2着1回、3着0回）

2R ティーズロワール 調教師　山中尊徳（船橋） 南関東：2017/11/07～　31戦5勝（2着3回、3着10回）

1枠1番 牝5歳 馬主　立山伸二 8枠11番

ロートヴァイス 調教師　横山保（浦和） 栗毛 生年月日　2015年2月21日 ギンチャン 調教師　水野貴史（浦和）

牝3歳 馬主　北原大史 父　エスポワールシチー 生産牧場　ラツキー牧場 牝6歳 馬主　森田榮一

鹿毛 生年月日　2017年5月5日 母　トスカーナ（父　Ｍｅｄｉｃｅａｎ） 産地　新冠町 鹿毛 生年月日　2014年5月30日

父　ストロングリターン 生産牧場　小泉学 地方収得賞金　8,989,000円 父　パイロ 生産牧場　阿部栄乃進

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：2017/05/18～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 母　ギンマクノヨウセイ（父　グラスワンダー） 産地　厚真町

地方収得賞金　1,929,000円 南関東：2017/11/03～　8戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　13,590,000円

北海道：2019/06/26～　10戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2018/05/31～　9戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2016/07/20～　6戦1勝（2着0回、3着0回）

金沢：2019/12/08～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2020/01/17～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/01/04～　16戦1勝（2着2回、3着2回） JRA：2017/01/22～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

5枠5番 南関東：2017/07/17～　19戦5勝（2着1回、3着2回）

テゾーロミオ 調教師　山崎尋美（川崎） 7R

牝3歳 馬主　坂田栄一 7枠9番 11R　第66回桜花賞〔SⅠ〕【GDJ2020】

黒鹿毛 生年月日　2017年4月14日 モリデンワルツ 調教師　山越光（浦和） 4枠4番

父　ローズキングダム 生産牧場　賀張三浦牧場 牡5歳 馬主　水田栄之助 テーオーブルベリー 調教師　中道啓二（大井）

母　エストレーラ（父　シンボリクリスエス） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2015年4月9日 牝3歳 馬主　小笹公也

地方収得賞金　2,315,000円 父　ロジユニヴァース 生産牧場　森田芳男 鹿毛 生年月日　2017年4月12日

北海道：2019/05/22～　8戦2勝（2着1回、3着0回） 母　モリデンヴィーナス（父　ジェニュイン） 産地　新冠町 父　カジノドライヴ 生産牧場　ヤナガワ牧場

南関東：2019/12/17～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　4,590,000円 母　テーオーディオネ（父　ヴァーミリアン） 産地　日高町

7枠9番 北海道：2017/05/18～　9戦1勝（2着0回、3着2回） 地方収得賞金　13,550,000円

スーパーペディ 調教師　岡田一男（浦和） 南関東：2017/11/22～　32戦1勝（2着2回、3着4回） 北海道：2019/06/13～　6戦2勝（2着1回、3着1回）

牡3歳 馬主　三田正眞 　うち他地区参戦：2戦1勝（2着1回、3着0回）

青鹿毛 生年月日　2017年5月10日 9R 南関東：2020/02/19～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

父　ロージズインメイ 生産牧場　静内山田牧場 1枠1番 ◆2019　ラブミーチャン記念［笠松］　1着

母　ジムノペディ（父　チチカステナンゴ） 産地　新ひだか町 サキコトレーヴォ 調教師　酒井一則（浦和） ◆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

地方収得賞金　2,340,000円 牝4歳 馬主　平賀眞吾 5枠5番

北海道：2019/06/05～　12戦1勝（2着1回、3着2回） 青鹿毛 生年月日　2016年4月13日 アクアリーブル 調教師　佐藤賢二（船橋）

南関東：2020/01/01～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 父　ダノンシャンティ 生産牧場　栄進牧場 牝3歳 馬主　（有）新生ファーム

8枠11番 母　エーシンアガペー（父　ロージズインメイ） 産地　浦河町 栗毛 生年月日　2017年3月13日

ミラコロアショーマ 調教師　小澤宏次（浦和） 地方収得賞金　3,470,000円 父　パイロ 生産牧場　新生ファーム

牝3歳 馬主　山崎和哉 北海道：2018/05/23～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 母　アスカリーブル（父　ブラックタキシード） 産地　日高町

黒鹿毛 生年月日　2017年4月9日 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　10,365,000円

父　レッドスパーダ 生産牧場　川越ファーム 南関東：2019/01/15～　9戦0勝（2着0回、3着2回） 北海道：2019/05/15～　10戦2勝（2着0回、3着2回）

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 北海道：2019/10/22～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　1,955,000円 南関東：2019/11/27～　5戦0勝（2着2回、3着1回） 南関東：2020/01/08～　3戦0勝（2着2回、3着1回）

北海道：2019/05/21～　8戦1勝（2着2回、3着0回） 8枠11番 ◆2019　知床賞［盛岡］　1着

南関東：2019/12/24～　4戦0勝（2着2回、3着0回） スピーディーゴッド 調教師　平田正一（川崎） ◆2020　ユングフラウ賞［浦和］　2着

8枠12番 牡4歳 馬主　（株）Ｎｉｃｋｓ ◆2020　'20桃花賞［大井］　3着

ビリージーン 調教師　田邊陽一（川崎） 鹿毛 生年月日　2016年3月11日 7枠8番

牝3歳 馬主　酒井孝敏 父　シニスターミニスター 生産牧場　静内山田牧場 ブロンディーヴァ 調教師　内田勝義（川崎）

栗毛 生年月日　2017年4月30日 母　マトゥリアルカ（父　クリプティックラスカル） 産地　新ひだか町 牝3歳 馬主　（有）キャロットファーム

父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 地方収得賞金　3,674,000円 栗毛 生年月日　2017年3月18日

母　ハニーバニー（父　メイショウボーラー） 産地　新ひだか町 北海道：2018/05/23～　7戦0勝（2着1回、3着0回） 父　スマートファルコン 生産牧場　ノーザンファーム

地方収得賞金　2,000,000円 岩手：2018/10/15～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 母　アンソロジー（父　サクラバクシンオー） 産地　安平町

北海道：2019/06/13～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/01/01～　24戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　18,700,000円

南関東：2019/12/20～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/06/12～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/09/03～　4戦2勝（2着0回、3着0回）

3R ◆2019　ローレル賞［川崎］　1着

6枠8番 ◆2019　若武者賞［川崎］　3着

ピカリン 調教師　工藤伸輔（浦和）

牝6歳 馬主　篠原憲雄 12R

栗毛 生年月日　2014年3月24日 5枠6番

父　キングヘイロー 生産牧場　森永聡 フレアリングスター 調教師　藤原智行（浦和） 

母　サイキョウヒカリ（父　フレンチデピュティ） 産地　新冠町 牡6歳 馬主　山口明彦

地方収得賞金　5,711,000円 鹿毛 生年月日　2014年4月26日

北海道：2016/06/23～　15戦1勝（2着2回、3着6回） 父　アドマイヤマックス 生産牧場　山口明彦

南関東：2017/11/22～　35戦2勝（2着2回、3着6回） 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　14,609,000円

5R 北海道：2016/06/08～　13戦1勝（2着5回、3着1回）

8枠12番 南関東：2016/11/29～　7戦0勝（2着1回、3着2回）

ジャスティス 調教師　柘榴浩樹（浦和） 北海道：2017/04/18～　15戦1勝（2着2回、3着2回）

牡7歳 馬主　冨田藤男 南関東：2017/12/21～　46戦3勝（2着4回、3着4回）

青鹿毛 生年月日　2013年2月19日 6枠7番

父　ロージズインメイ 生産牧場　ベルモントファーム ホワイトパス 調教師　伊藤滋規（船橋）

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 牡4歳 馬主　杉浦和也

地方収得賞金　12,410,000円 芦毛 生年月日　2016年3月26日

北海道：2015/04/29～　13戦1勝（2着2回、3着4回） 父　ダンカーク 生産牧場　サンローゼン

金沢：2015/11/29～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 母　ミキノウインク（父　ワイルドラッシュ） 産地　新冠町

南関東：2015/12/29～　79戦2勝（2着6回、3着7回） 地方収得賞金　10,065,000円

◆2015　金沢ヤングチャンピオン［金沢］　3着 北海道：2018/08/09～　6戦1勝（2着2回、3着1回）

南関東：2019/07/16～　12戦4勝（2着2回、3着0回）

3/25(水) 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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前走
３着

前走
２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

★12月29日から2月26日に発売された勝馬投票券(2月27
日以降に期限を迎えるもの)の払戻期限は、発売・払戻業務の
再開から60日後といたします。


