
1R 7R 11R

5枠7番 4枠5番 1枠1番

ロートヴァイス 調教師　佐々木忠昭（大井） ストロングチェイン 調教師　福永敏（大井） クルセイズスピリツ 調教師　荒井朋弘（大井）

牝3歳 馬主　北原大史 牝3歳 馬主　杉山忠国 牡5歳 馬主　谷謙介

鹿毛 生年月日　2017年5月5日 栗毛 生年月日　2017年5月19日 栗毛 生年月日　2015年4月14日

父　ストロングリターン 生産牧場　小泉学 父　ストロングリターン 生産牧場　本桐牧場 父　サウスヴィグラス 生産牧場　野坂牧場

母　ジェシカピンク（父　ディープインパクト） 産地　新冠町 母　チェインブラッド（父　マンハッタンカフェ） 産地　新ひだか町 母　クルセイズ（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,957,000円 地方収得賞金　5,305,000円 地方収得賞金　62,530,000円

北海道：2019/06/26～　10戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/06/05～　8戦1勝（2着3回、3着1回） 北海道：2017/05/17～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

金沢：2019/12/08～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2019/12/29～　14戦1勝（2着2回、3着1回） 東海：2017/09/21～　14戦6勝（2着3回、3着0回）

南関東：2020/01/17～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 8枠13番 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2020/04/15～　3戦0勝（2着0回、3着0回） エンドオブザロード 調教師　上杉昌宏（大井） 南関東：2018/06/07～　26戦4勝（2着2回、3着2回）

南関東：2020/06/03～　9戦0勝（2着0回、3着0回） 牡5歳 馬主　岡田義見 ◆2018　優駿スプリント［大井］　1着

8枠13番 鹿毛 生年月日　2015年5月12日 ◆2018　習志野きらっとスプリント［船橋］　2着　　◆2018　ぎふ清流C［笠松］　2着

マブプリンセス 調教師　阪本一栄（大井） 父　オンファイア 生産牧場　藤本直弘 1枠2番

牝3歳 馬主　生杉学 母　ファッショナブル（父　マイネルラヴ） 産地　日高町 リコーヴィッカース 調教師　蛯名雄太（大井）

栗毛 生年月日　2017年4月19日 地方収得賞金　8,713,000円 牡7歳 馬主　土橋正雄

父　ロジユニヴァース 生産牧場　高橋農場 北海道：2017/10/25～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 栗毛 生年月日　2013年5月6日

母　ブライティアグラス（父　キングヘイロー） 産地　伊達市 東海：2017/12/26～　7戦2勝（2着3回、3着0回） 父　デュランダル 生産牧場　リコーファーム

地方収得賞金　1,725,000円 北海道：2018/09/25～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 母　リコーパープル（父　カコイーシーズ） 産地　日高町

北海道：2019/05/30～　5戦2勝（2着0回、3着1回） 南関東：2018/12/05～　33戦4勝（2着1回、3着5回） 地方収得賞金　40,970,000円

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 8枠14番 北海道：2015/06/24～　8戦2勝（2着2回、3着0回）

南関東：2020/09/09～　5戦0勝（2着0回、3着0回） ミスシェーンハイト 調教師　市村誠（大井） 南関東：2015/12/29～　44戦9勝（2着5回、3着1回）

牝4歳 馬主　田村誠

3R 栗毛 生年月日　2016年4月4日 12R

3枠3番 父　ヤマニンセラフィム 生産牧場　田村靖典 3枠6番

ハートプレイス 調教師　佐宗応和（大井） 母　トーヨーハヤテ（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町 リコーシーウルフ 調教師　荒山勝徳（大井）

牡2歳 馬主　渡部賢治 地方収得賞金　6,593,000円 牡3歳 馬主　土橋正雄

栗毛 生年月日　2018年2月28日 北海道：2018/08/02～　11戦2勝（2着3回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2017年3月21日

父　ネオユニヴァース 生産牧場　山岡牧場 　うちJRA参戦：1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　リコーファーム

母　ネリヤカナヤ（父　タイキシャトル） 産地　新冠町 南関東：2019/12/09～　13戦0勝（2着3回、3着1回） 母　シマノタカラチャン（父　ジェイドロバリー） 産地　日高町

地方収得賞金　5,780,000円 地方収得賞金　10,760,000円

北海道：2020/05/13～　7戦1勝（2着2回、3着1回） 8R 北海道：2019/08/14～　6戦2勝（2着1回、3着0回）

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 8枠14番 南関東：2019/12/30～　11戦2勝（2着5回、3着0回）

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回） フラッシュアロー 調教師　立花伸（大井） 5枠9番

◆2020　イノセントC［門別］　2着 牝4歳 馬主　村山忠弘 スターリット 調教師　佐宗応和（大井） 

◆2020　平和賞［船橋］　3着 栗毛 生年月日　2016年3月16日 牝4歳 馬主　（有）フジワラ・ファーム

父　パイロ 生産牧場　株式会社カネツ牧場 芦毛 生年月日　2016年6月7日

5R 母　ムーンスガタ（父　アドマイヤムーン） 産地　日高町 父　ダンカーク 生産牧場　フジワラフアーム

4枠6番 地方収得賞金　6,199,000円 母　マイソールラブ（父　エルコンドルパサー） 産地　新ひだか町

カフェジュリア 調教師　柏木一夫（大井） 北海道：2018/06/06～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　12,190,000円

牝4歳 馬主　豊島愛子 南関東：2018/11/15～　13戦0勝（2着2回、3着1回） 北海道：2018/06/13～　7戦1勝（2着2回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2016年2月21日 金沢：2019/10/22～　12戦1勝（2着4回、3着1回） 南関東：2019/02/07～　19戦2勝（2着6回、3着4回）

父　シンボリクリスエス 生産牧場　服部牧場 南関東：2020/07/29～　7戦0勝（2着0回、3着1回） 6枠11番

母　プレイフォーノビー（父　アドマイヤムーン） 産地　新ひだか町 モリノブレイク 調教師　蛯名雄太（大井）

地方収得賞金　4,370,000円 9R 牡3歳 馬主　坂本肇

北海道：2018/07/25～　7戦1勝（2着0回、3着4回） 2枠2番 黒鹿毛 生年月日　2017年5月19日

南関東：2019/04/24～　23戦1勝（2着2回、3着1回） デニストン 調教師　佐野謙二（大井） 父　ベーカバド 生産牧場　笹川大晃牧場

牡5歳 馬主　和田博美 母　ヤマイチジャスミン（父　ファスリエフ） 産地　森町

6R 鹿毛 生年月日　2015年2月22日 地方収得賞金　9,910,000円

5枠7番 父　プリサイスエンド 生産牧場　加野牧場 北海道：2019/05/22～　10戦4勝（2着3回、3着0回）

ジェイケイジーク 調教師　赤嶺本浩（大井） 母　ブルーポラリス（父　ウェイオブライト） 産地　新ひだか町 　うち他地区参戦：3戦1勝（2着0回、3着0回）

牡4歳 馬主　杉浦和也 地方収得賞金　26,855,000円 JRA：2020/02/23～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2016年3月24日 北海道：2017/04/18～　9戦2勝（2着3回、3着1回） 南関東：2020/07/31～　3戦0勝（2着1回、3着0回）

父　ビービーガルダン 生産牧場　中橋清 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2019　南部駒賞［盛岡］　1着

母　ローレルウィッチ（父　エルコンドルパサー） 産地　新ひだか町 南関東：2017/12/31～　38戦4勝（2着4回、3着3回） ◆2019　イノセントC［門別］　2着

地方収得賞金　6,600,000円 ◆2017　サッポロクラシックC［門別］　2着

北海道：2018/07/18～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 3枠3番 ●本日の騎乗予定　桑村 真明騎手
金沢：2018/09/25～　23戦1勝（2着1回、3着6回） センプレフォール 調教師　米田英世（大井） 大井2R　⑤アシンメトリー

南関東：2019/08/25～　22戦3勝（2着1回、3着1回） 牡6歳 馬主　米津佳昭 　　　3R　③ハートプレイス

栗毛 生年月日　2014年5月6日 　　　6R　⑭サトノマッスル

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 父　フリオーソ 生産牧場　船越伸也 　　　7R　⑥ハルプモント

1R　②ボルドーオペラ　⑥ヘーメル　⑧オーロファースト 母　ラビットファレル（父　アグネスデジタル） 産地　平取町 　　　9R　③センプレフォール

2R　②オーゴンキング　③ファンアンドトーチ　④トライアンフオース 地方収得賞金　32,655,000円 　　10R　⑧ギシギシ

　　　⑤フロストフラワー　⑧ニューレイライン　⑩タカラジマ 北海道：2016/08/04～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 　　11R　③ブルミラコロ

3R　①スーパーラッド　②エムオーブラック 南関東：2016/11/16～　42戦7勝（2着4回、3着2回） 　　12R　⑪モリノブレイク

4R　⑩シュペリエル ●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手
5R　⑨プラチナクイン　 10R 大井1R　⑬マブプリンセス

7R　④レッドプルーフ 4枠4番 　　　3R　①タブラオ

11R第19回名古屋グランプリ〔JpnⅡ〕　⑪サザンオールスター アングラン 調教師　中道啓二（大井） 　　　4R　①カナデルサン

牝2歳 馬主　伊達泰明 　　　5R　⑧サブノヴィグラー

名古屋11R　第20回名古屋グランプリ〔JpnⅡ〕 鹿毛 生年月日　2018年2月1日 　　　8R　⑩サブノダンサー

8枠12番 父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場 　　　9R　⑥イチゴミルフィーユ

シンボ 調教師　齊藤正弘（北海道） 母　ヴィジタンディーヌ（父　ワイルドラッシュ） 産地　日高町 　　10R　⑪トーセンダーウィン

牡3歳 馬主　（有）龍光 地方収得賞金　3,450,000円 　　11R　⑬エイシンスレイマン

鹿毛 生年月日　2017年5月14日 北海道：2020/05/05～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

父　ベーカバド 生産牧場　長浜忠 南関東：2020/11/03～　1戦1勝（2着0回、3着0回） ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
母　オギノシュタイン（父　ディープインパクト） 産地　新冠町 1R　⑦リコーヴィニャーレ

地方収得賞金　10,310,000円 2R　①エイシンイージス　②クレモナ　⑤ペイバスク　⑧ラピッドフロウ

中央収得賞金　18,900,000円（付加賞金　273,000円） 3R　②ドリームリン　⑦カモーンツバサ

北海道：2019/07/03～　8戦1勝（2着3回、3着1回） 4R　⑧クラサンムーン

岩手：2019/12/09～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 5R　③ウィナーズヒロイン

北海道：2020/04/15～　7戦1勝（2着1回、3着1回） 7R　③チェリーフオール

　うちJRA参戦：4戦1勝（2着0回、3着0回） 10R　③ライズブロッサム　⑤ヨハネスボーイ　⑧マッドドッグ

◆2020　金杯［水沢］　1着 11R　①ハドロサウルス　④パッションピーチ

◆2020　北海優駿［門別］　2着　　◆2019寒菊賞［水沢］　2着

◆2019　知床賞［盛岡］　2着　　◆2019　ジュニアグランプリ［盛岡］　2着 ●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手
◆2020　北斗盃［門別］　3着 園田1R　④モズミステイク

　　　4R　⑧クラサンムーン

　　　5R　①スマートコマンダー

　　　9R　⑤パリノホノオ

　　10R　③ライズブロッサム

　　11R　②ゴウノモノ
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名古屋グランプリにシンボが出走！

大きなご声援をお送りください♪


