
2R 6R 8R

3枠3番 1枠1番 5枠6番

トーケンアーサー 調教師　山本学（船橋） カゲカツ 調教師　長谷川忍（浦和） エムティーマリー 調教師　酒井一則（浦和）

牝2歳 馬主　トーケンサービス（株） 牡6歳 馬主　爲永良弘 牝4歳 馬主　山本智也

栗毛 生年月日　2018年3月11日 栗毛 生年月日　2014年4月3日 黒鹿毛 生年月日　2016年3月18日

父　サウスヴィグラス 生産牧場　上水牧場 父　ロードアルティマ 生産牧場　藤春修二 父　プリサイスエンド 生産牧場　門別牧場

母　バンダ（父　キングヘイロー） 産地　むかわ町 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　ガッテンマリー（父　ネオユニヴァース） 産地　日高町

地方収得賞金　1,140,000円 地方収得賞金　8,323,000円 地方収得賞金　6,319,000円

北海道：2020/05/27～　10戦0勝（2着2回、3着2回） 北海道：2016/05/04～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2018/06/07～　6戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2020/12/02～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 兵庫：2018/10/12～　13戦3勝（2着2回、3着3回）

6枠7番 兵庫：2016/12/22～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

モーニングフジ 調教師　箕輪武（浦和） 北海道：2017/05/31～　8戦1勝（2着3回、3着1回） 南関東：2019/11/05～　10戦1勝（2着1回、3着0回）

牝2歳 馬主　今朝光 南関東：2017/11/24～　48戦1勝（2着8回、3着4回） 7枠9番

黒鹿毛 生年月日　2018年4月25日 3枠3番 ナンセカンセ 調教師　藤原智行（浦和）

父　アグネスデジタル 生産牧場　村中牧場 タイムオブザーバー 調教師　薮口一麻（浦和） 牡5歳 馬主　村上卓史

母　ロイヤルヴィラ（父　ゼンノロブロイ） 産地　浦河町 牝3歳 馬主　岡田孝之 栗毛 生年月日　2015年3月27日

地方収得賞金　1,345,000円 鹿毛 生年月日　2017年5月19日 父　フリオーソ 生産牧場　木戸口牧場

北海道：2020/05/05～　13戦1勝（2着1回、3着2回） 父　ルースリンド 生産牧場　大北牧場 母　ディアン（父　ブラックタイアフェアー） 産地　浦河町

母　クォーク（父　ネオユニヴァース） 産地　浦河町 地方収得賞金　6,782,000円

3R 地方収得賞金　2,369,000円 北海道：2017/07/13～　7戦1勝（2着2回、3着2回）

8枠11番 北海道：019/06/06～　7戦1勝（2着0回、3着0回） 東海：2018/04/11～　22戦5勝（2着4回、3着6回）

アスラーダ 調教師　横山保（浦和） 東海：2019/10/18～　12戦2勝（2着3回、3着0回） 南関東：2019/09/12～　19戦2勝（2着2回、3着0回）

牡3歳 馬主　グリーンウッド（株） 北海道：2020/09/17～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2017年3月7日 南関東：2020/10/21～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 9R

父　サムライハート 生産牧場　織田正敏 4枠4番 7枠8番

母　ブラックスワン（父　アジュディケーティング） 産地　新ひだか町 エック 調教師　水野貴史（浦和） セントサレディー 調教師　長谷川忍（浦和）

地方収得賞金　880,000円 牡3歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 牝4歳 馬主　杉浦和也

北海道：2019/07/10～　5戦0勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2017年4月28日 黒鹿毛 生年月日　2016年4月19日

兵庫：2019/11/13～　8戦0勝（2着0回、3着1回） 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　加藤牧場 父　アッミラーレ 生産牧場　山野牧場

岩手：2020/04/19～　6戦0勝（2着1回、3着0回） 母　エクボ（父　リンドシェーバー） 産地　日高町 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

南関東：2020/10/21～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　3,255,000円 地方収得賞金　4,876,000円

北海道：2019/06/05～　11戦1勝（2着1回、3着4回） 北海道：2018/05/10～　7戦0勝（2着1回、3着1回）

4R 南関東：2019/12/04～　18戦0勝（2着1回、3着3回） 東海：2018/10/19～　4戦1勝（2着2回、3着1回）

5枠5番 6枠6番 南関東：2019/02/14～　34戦0勝（2着2回、3着3回）

リュウノスターダム 調教師　齊藤敏（船橋） ニードアフレンド 調教師　川村守男（浦和） ◆2018　ジュニアキング［笠松］　2着

牡6歳 馬主　蓑島竜一 牝6歳 馬主　石井啓之

鹿毛 生年月日　2014年5月18日 栗毛 生年月日　2014年3月14日 10R　第58回ゴールドカップ〔SⅡ〕

父　ファスリエフ 生産牧場　村上牧場 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 1枠1番

母　ドリームスタート（父　Ｄｉｅｓｉｓ） 産地　新冠町 母　ナナツボシ（父　Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｈａｌｏ） 産地　新ひだか町 トロヴァオ 調教師　荒山勝徳（大井）

地方収得賞金　6,553,000円 地方収得賞金　9,065,000円 牡7歳 馬主　（有）キャロットファーム

北海道：2016/05/18～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/04/28～　5戦2勝（2着0回、3着1回） 栗毛 生年月日　2013年5月27日

岩手：2016/08/28～　16戦1勝（2着3回、3着2回） 岩手：2016/08/15～　23戦2勝（2着1回、3着4回） 父　カネヒキリ 生産牧場　ノーザンファーム

南関東：2017/08/07～　38戦3勝（2着3回、3着4回） 南関東：2018/03/02～　28戦1勝（2着2回、3着3回） 母　サワズソング（父　Ｃｏｘ’ｓ　Ｒｉｄｇｅ） 産地　安平町

◆2017　ハヤテスプリント［盛岡］　3着　　◆2017　ウイナーC［水沢］　3着 地方収得賞金　116,550,000円

5R ◆2017　あやめ賞［水沢］　3着　　◆2017　金杯［水沢］　3着 北海道：2015/07/02～　3戦1勝（2着2回、3着0回）

7枠9番 7枠8番 南関東：2015/10/14～　29戦4勝（2着4回、3着4回）

アラレチャン 調教師　宇野木博徳（浦和） マナモクプニ 調教師　齊藤敏（船橋） 　うち他地区参戦：2戦1勝（2着0回、3着0回）

牝5歳 馬主　太田匡哉 牝3歳 馬主　佐藤弘樹 ◆2020　フジノウェーブ記念［大井］　1着　　◆2016　ダービーグランプリ[水沢]　1着

鹿毛 生年月日　2015年4月5日 芦毛 生年月日　2017年4月2日 ◆2015　ハイセイコー記念[大井]　1着　　◆2017　'17ムーンライトC［大井］　1着

父　アドマイヤマックス 生産牧場　坂元芳春 父　スターリングローズ 生産牧場　シンカンファーム ◆2019　スパーキングサマーC［川崎］　2着　　◆2019　川崎マイラーズ［川崎］　2着

母　アイリッシュミスト（父　アフリート） 産地　新冠町 母　ホワイトホーネット（父　スウェプトオーヴァーボード） 産地　新冠町 ◆2017　川崎マイラーズ［川崎］　2着　　◆2016　羽田盃[大井]　2着

地方収得賞金　3,092,000円 地方収得賞金　3,333,000円 ◆2020　スパーキングサマーC［川崎］　3着　　◆2019　JBCスプリント［浦和］　3着

北海道：2017/06/07～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2019/05/22～　13戦3勝（2着5回、3着2回） ◆2018　報知オールスターC［川崎］　3着　　◆2018　マイルグランプリ［大井］　3着

南関東：2017/12/12～　44戦0勝（2着1回、3着5回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2020/12/01～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 11R

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ ◆2019　フルールC［門別］　3着 8枠12番

1R　⑥ダーリングリップ アカフジ 調教師　川村守男（浦和）

2R　④ラブミーパラダイス　⑧ブラックトリガー 7R 牡3歳 馬主　（有）吉田牧場

3R　②ヘイセイノキセキ　⑤チェリーフオール 8枠10番 鹿毛 生年月日　2017年5月28日

4R　②ダンスウィズロンド　⑧リコーセイラン　⑩ミニスター ソイギネー 調教師　林幻（船橋） 父　ネオヴァンドーム 生産牧場　宮井孝典

　　　⑫エイシンリカルダ 牝4歳 馬主　成富直行 母　シワクシラナミ（父　シルバーチャーム） 産地　伊達市

5R　⑧ネイチャークラウド 黒鹿毛 生年月日　2016年4月5日 地方収得賞金　7,840,000円

7R　②ローザーブルー 父　ヴィットリオドーロ 生産牧場　グランド牧場 北海道：2019/10/29～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

9R　④モリデンスケサン 母　ザナイトビフォー（父　クロフネ） 産地　新ひだか町 南関東：2019/11/28～　12戦2勝（2着3回、3着1回）

10R　①マッドドッグ 地方収得賞金　4,884,000円 北海道：2020/10/06～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

11R　③クラサンムーン　⑧クラトキン　 北海道：2018/08/16～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 南関東：2020/11/25～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

佐賀：2018/12/11～　5戦0勝（2着0回、3着1回）

園田6R　第20回兵庫ゴールドトロフィー〔JpnⅢ〕 北海道：2019/04/18～　7戦1勝（2着1回、3着3回） ●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
1枠1番 南関東：2019/08/31～　12戦1勝（2着5回、3着1回） 3R　①オーゴンキング　④ティーズダンキー　⑤ヘーメル

サロルン 調教師　岡林光浩（船橋） 　　　⑨スズノスケ

牡3歳 馬主　吉田和美 ●本日の騎乗予定　桑村 真明騎手 6R　②シャンパンパーティ　④ラビゴット

鹿毛 生年月日　2017年5月21日 浦和1R　⑤フクロウレナチャン 9R　①オーゴンノキズナ　⑧ファッベラ　⑨アイエススター

父　ロードカナロア 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム 　　　5R　⑧ディヴェルシオーネ 12R　⑪アークダイヤ

母　グインネヴィア（父　スペシャルウィーク） 産地　白老町 　　　8R　⑫リンダリンダリンダ

地方収得賞金　29,900,000円 　　10R　⑨ロードシャリオ

北海道：2019/10/29～　1戦1勝（2着0回、3着0回） ●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手
南関東：2020/01/10～　6戦6勝（2着0回、3着0回） 浦和11R　②ハクユウラッキー

　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

◆2020　楠賞［園田］　1着

●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手
園田1R　⑧メイブツシャチョウ

　　　7R　⑤クツワノオジョウ

　　　9R　④モリデンスケサン

　　11R　⑥メイショウギンレイ

12/23(水)  浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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勝馬投票券の払戻期限について

地方競馬では、2019年12月29日(日)から2020年2月26日(水)までに発売し

た

勝馬投票券の払戻有効期限を２０２１年１月２日(土)といたします。

対象の勝馬投票券の払戻がお済みでないお客様におかれましては、お早めに

払戻をお願いいたします。


