12/22(火) 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
1R
1枠1番

3R
8枠12番

スパイスアップ

8R
6枠8番

調教師 佐々木功（船橋）

ナツミフルーリー

調教師 薮口一麻（浦和）

エメラルド

馬主 酒井孝敏

牝3歳

馬主 （同）ＪＰＮ技研

牝5歳

生年月日 2018年2月24日

栗毛

生年月日 2017年5月8日

栗毛

生産牧場 新生ファーム

父 ローエングリン

生産牧場 中山 高鹿康

父 カネヒキリ

生産牧場 静内フアーム

母 ザスパイスガール（父 マチカネキンノホシ） 産地 日高町

母 タイバンショウ（父 ステイゴールド）

産地 新冠町

母 ウェルカムキャット（父 タバスコキャット）

産地 新ひだか町

地方収得賞金 2,200,000円

地方収得賞金 1,888,000円

地方収得賞金 7,892,000円

北海道：2020/08/05～ 4戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2019/08/01～ 6戦1勝（2着1回、3着2回）

北海道：2017/08/17～ 6戦1勝（2着3回、3着2回）

南関東：2020/10/26～ 2戦1勝（2着0回、3着0回）

東海：2019/12/30～ 14戦0勝（2着5回、3着2回）

東海：2018/11/19～ 1戦0勝（2着1回、3着0回）

2枠2番

兵庫：2020/07/16～ 8戦0勝（2着1回、3着2回）

南関東：2018/12/27～ 27戦3勝（2着7回、3着1回）

南関東：2020/12/15～ 1戦0勝（2着0回、3着0回）

7枠10番

牡2歳
栗毛

前走
１着

父 フリオーソ

トーケンリュウ
牡2歳
鹿毛

調教師 山本学（船橋）
前走
１着

父 フリオーソ

馬主 トーケンサービス（株）
生年月日 2018年6月21日
生産牧場 マルシチ牧場

5R
5枠5番

調教師 小澤宏次（浦和）
前走
２着

馬主 大野裕
生年月日 2015年5月23日

サドンゲイル

調教師 水野貴史（浦和）

牡3歳

馬主 泉俊二

青鹿毛

生年月日 2017年5月13日

母 レーヴドアクトレス（父 コマンダーインチーフ） 産地 青森県

エリモミサキ

調教師 岡田一男（浦和）

父 シンボリクリスエス

生産牧場 大川牧場

地方収得賞金 2,195,000円

牝3歳

馬主 上野耕一

母 エンゼルアーチ（父 Ｓｍａｒｔ Ｓｔｒｉｋｅ）

産地 厚真町

北海道：2020/06/25～ 6戦0勝（2着1回、3着2回）

鹿毛

生年月日 2017年2月11日

地方収得賞金 4,325,000円

南関東：2020/12/02～ 1戦1勝（2着0回、3着0回）

父 ディープスカイ

生産牧場 寺井文秀

北海道：2019/05/16～ 12戦0勝（2着2回、3着3回）

3枠3番

母 マックスビート（父 マイネルセレクト）

産地 えりも町

南関東：2019/11/28～ 18戦1勝（2着1回、3着2回）

ミスターウラノフ
牡2歳
芦毛

前走
２着

調教師 長谷川忍（浦和）

地方収得賞金 2,505,000円

馬主 シグラップ・マネジメント（株）

北海道：2019/05/02～ 10戦3勝（2着1回、3着1回）

生年月日 2018年4月15日

南関東：2019/12/23～ 5戦0勝（2着0回、3着1回）

父 スクワートルスクワート

生産牧場 服部文明

母 プルメリアチャーム（父 キングカメハメハ）

産地 鹿児島県

9R
1枠1番

モリデンスター

調教師 山越光（浦和）

牡3歳

馬主 森田芳男

鹿毛

生年月日 2017年5月19日

地方収得賞金 1,700,000円

6R
6枠8番

北海道：2020/05/21～ 4戦1勝（2着0回、3着2回）

ベニノエンゼル

調教師 山越光（浦和）

父 スターリングローズ

生産牧場 森田芳男

南関東：2020/10/21～ 2戦0勝（2着1回、3着0回）

牝3歳

馬主 （株）紅谷

母 アローフィールド（父 シャーディー）

産地 新冠町

4枠4番

鹿毛

生年月日 2017年2月24日

地方収得賞金 10,015,000円

調教師 水野貴史（浦和）

父 ルースリンド

生産牧場 棚川光男

北海道：2019/06/20～ 7戦3勝（2着2回、3着0回）

馬主 齋藤秀文

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

南関東：2019/12/23～ 10戦2勝（2着1回、3着0回）

生年月日 2018年3月14日

地方収得賞金 2,795,000円

3枠3番

父 アイルハヴアナザー

生産牧場 下河辺牧場

北海道：2019/06/13～ 7戦1勝（2着1回、3着2回）

パーソナルマキ

調教師 平山真希（浦和）

母 ウェルカミング（父 マンハッタンカフェ）

産地 日高町

南関東：2019/12/24～ 11戦1勝（2着0回、3着0回）

牡7歳

馬主 杉浦和也

地方収得賞金 1,970,000円

8枠11番

栗毛

生年月日 2013年3月29日

北海道：2020/07/16～ 9戦2勝（2着2回、3着1回）

ヤマジュンヒバナ

調教師 川村守男（浦和）

父 パーソナルラッシュ

生産牧場 槇本牧場

5枠6番

牝3歳

馬主 山下洵一郎

母 マキハタスペシャル（父 Ｍａｒｓｃａｙ）

産地 日高町

調教師 伊藤滋規（船橋）

鹿毛

生年月日 2017年4月19日

地方収得賞金 22,126,000円

中央収得賞金 1,800,000円

馬主 田中大

父 ローレルゲレイロ

生産牧場 アラキフアーム

北海道：2015/08/04～ 9戦3勝（2着4回、3着2回）

生年月日 2018年4月24日

母 アラマサローズ（父 スターリングローズ）

産地 新冠町

父 ローエングリン

生産牧場 近藤牧場

地方収得賞金 2,760,000円

JRA：2016/03/05～ 5戦0勝（2着0回、3着0回）

母 メイショウグレイス（父 グラスワンダー）

産地 浦河町

北海道：2019/05/02～ 9戦0勝（2着2回、3着1回）

北海道：2016/07/13～ 9戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2019/11/13～ 8戦0勝（2着2回、3着1回）

南関東：2016/11/27～ 8戦1勝（2着0回、3着1回）

ルチルクォーツ
牝2歳
黒鹿毛

転入後
初出走

ジャイマオウリボン
牝2歳
鹿毛

前走
３着

地方収得賞金 1,440,000円
北海道：2020/05/21～ 7戦1勝（2着1回、3着2回）
南関東：2020/10/26～ 2戦0勝（2着0回、3着1回）

うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

北海道：2017/04/19～ 12戦2勝（2着3回、3着2回）

7R
4枠4番

南関東：2017/12/01～ 16戦2勝（2着2回、3着0回）
高知：2019/02/10～ 23戦1勝（2着3回、3着7回）

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！

ダンストンラソ

調教師 野口孝（浦和）

南関東：2020/01/15～ 7戦0勝（2着0回、3着0回）

1R ⑨オリオンネージュ
4R ⑦バルドエース
5R ④ハタノシュバルツ ⑤ドーベルフラッシュ ⑥ベガクイン
⑧ヒロシゲシルバー
6R ⑩ローンスター
8R ②ヤコウレッシャ
9R ⑦ルミナスアロー
10R ⑥クインザクイン
11R ⑤ミオサヴァイブ

牝5歳

馬主 伊藤治子

7枠10番

青鹿毛

生年月日 2015年4月6日

ゴールドボンバー

調教師 玉井昇（船橋）

父 ロードアルティマ

生産牧場 原フアーム

牡3歳

馬主 鶴谷義雄

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

栗毛

生年月日 2017年2月11日

地方収得賞金 8,440,000円

父 ダンカーク

生産牧場 仲野牧場

北海道：2017/06/22～ 8戦2勝（2着2回、3着1回）

母 アンチークショップ（父 Ｆｕｓａｉｃｈｉ Ｐｅｇａｓｕｓ）

産地 新ひだか町

南関東：2017/11/22～ 8戦1勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金 9,295,000円

岩手：2018/04/30～ 23戦4勝（2着3回、3着3回）

北海道：2019/05/22～ 5戦1勝（2着2回、3着0回）

南関東：2020/01/16～ 12戦1勝（2着2回、3着1回）

南関東：2019/12/04～ 12戦2勝（2着2回、3着3回）

●金沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！

●本日の騎乗予定 桑村 真明騎手

3R ⑪プレジデントチェリ
5R ④クレメンデレヤ ⑦ピエールサンデー ⑪コハルポケット
6R ⑧リメンバーミー

浦和1R ③ミスターウラノフ
2R ⑫ダテノグロリアス

●本日の騎乗予定 服部 茂史騎手
浦和2R ①ジャンティーユ
11R ②セシール

