12/24(木) 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
1R
8枠9番

4R
6枠8番

10R
2枠2番

プリティア

調教師 宇野木博徳（浦和）

カガヴィクトリー

調教師 酒井一則（浦和）

ゴーマイウェイ

牝3歳

馬主 （株）レックス

牡3歳

馬主 中村昌根

牡4歳

黒鹿毛

生年月日 2017年3月17日

栗毛

生年月日 2017年3月21日

青毛

父 マジェスティックウォリアー

生産牧場 岡田スタツド

父 オルフェーヴル

生産牧場 社台ファーム

父 ローレルゲレイロ

生産牧場 新生ファーム

母 プリティダンス（父 ダンスインザダーク）

産地 新ひだか町

母 ピサノアラバスター（父 クロフネ）

産地 千歳市

母 ザスパイスガール（父 マチカネキンノホシ）

産地 日高町

調教師 佐々木功（船橋）
前走
２着

馬主 酒井孝敏
生年月日 2016年3月19日

地方収得賞金 1,393,000円

地方収得賞金 675,000円

地方収得賞金 22,180,000円

北海道：2019/05/01～ 3戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2020/07/09～ 4戦1勝（2着1回、3着2回）

北海道：2018/05/23～ 6戦1勝（2着1回、3着1回）

兵庫：2019/07/19～ 17戦0勝（2着3回、3着3回）

南関東：2020/09/25～ 3戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2018/11/01～ 9戦1勝（2着1回、3着0回）

南関東：2020/10/22～ 2戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2019/06/06～ 6戦0勝（2着1回、3着0回）

7R
6枠7番

3R
1枠1番

南関東：2019/10/02～ 18戦2勝（2着8回、3着2回）

5枠5番

リュウノロー

調教師 齊藤敏（船橋）

エフェルヴェソンス

調教師 米谷康秀（船橋）

スターオブフェアー

調教師 石井勝男（船橋）

牡3歳

馬主 蓑島竜一

牡5歳

馬主 伊達泰明

牝2歳

馬主 光安了

鹿毛

生年月日 2017年2月3日

鹿毛

生年月日 2015年4月16日

鹿毛

生年月日 2018年5月15日

父 ヘニーヒューズ

生産牧場 三石川上牧場

父 フィガロ

生産牧場 サンシャイン牧場

父 ジョーカプチーノ

生産牧場 ムラカミファーム

母 レディーメグネイト（父 ファスリエフ）

産地 新ひだか町

母 ベルガマスク（父 ネオユニヴァース）

産地 日高町

母 フェアノータム（父 アグネスタキオン）

産地 新冠町

地方収得賞金 2,250,000円

地方収得賞金 24,364,000円

地方収得賞金 600,000円

北海道：2019/08/29～ 3戦0勝（2着2回、3着0回）

北海道：2017/06/08～ 3戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2020/05/20～ 7戦1勝（2着0回、3着0回）

岩手：2019/11/02～ 2戦1勝（2着0回、3着1回）

金沢：2017/08/22～ 3戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2020/12/02～ 1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2019/12/11～ 10戦0勝（2着1回、3着1回）

南関東：2017/11/02～ 32戦4勝（2着9回、3着4回）

3枠3番

7枠8番

フォーギブネス

ユニバーサルライト

馬主 松本光弘

8R
7枠10番

生年月日 2018年4月25日

スーパーローズ

調教師 野口孝（浦和）

栗毛

父 エイシンヒカリ

生産牧場 栄進牧場

牝3歳

馬主 岡田義雄

父 ロジユニヴァース

生産牧場 豊洋牧場

母 エイシントパーズ（父 アドマイヤムーン）

産地 浦河町

鹿毛

生年月日 2017年5月18日

母 ベストミニオン（父 シニスターミニスター）

産地 日高町

地方収得賞金 635,000円

父 スマートファルコン

生産牧場 友田牧場

地方収得賞金 39,820,000円

北海道：2020/09/23～ 3戦1勝（2着0回、3着1回）

母 クロノグラフ（父 Ｆｕｓａｉｃｈｉ Ｐｅｇａｓｕｓ）

産地 新ひだか町

北海道：2017/07/20～ 4戦1勝（2着0回、3着0回）

6枠7番

地方収得賞金 4,957,000円

うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

調教師 薮口一麻（浦和）

北海道：2019/05/30～ 11戦1勝（2着3回、3着1回）

うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

馬主 新井原博

兵庫：2019/12/11～ 8戦1勝（2着4回、3着1回）

南関東：2018/03/12～ 21戦6勝（2着6回、3着4回）

生年月日 2018年3月27日

南関東：2020/09/25～ 4戦0勝（2着0回、3着0回）

◆2020 ファンタスティックチャレンジ（プラチナカップＴＲ）［川崎］ 2着

調教師 平山真希（浦和）

牡2歳

転入後
初出走

黒鹿毛

ハクシンアカイバラ
牝2歳

転入後
初出走

鹿毛
父 ベルシャザール

生産牧場 川上牧場

母 ルトルヴェール（父 ステイゴールド）

産地 新冠町

調教師 佐藤裕太（船橋）

セン5歳

◆2018 東京湾C［船橋］ 2着

前走
３着

馬主 （株）レックス
生年月日 2015年4月4日

◆2018 ブルーバードC［船橋］ 2着

地方収得賞金 705,000円

9R
3枠3番

北海道：2020/05/06～ 8戦1勝（2着0回、3着1回）

ラッキーメッセージ

調教師 藤原智行（浦和）

マコトハインケル

調教師 川島正一（船橋）

7枠10番

牝4歳

馬主 山口明彦

牡5歳

馬主 尾田左知子

◆2020 '20まがたま賞［浦和］ 3着

8枠10番

トーアツクヨミ

調教師 齊藤敏（船橋）

栗毛

生年月日 2016年2月8日

芦毛

生年月日 2015年3月29日

牝2歳

馬主 山本茂

父 エスポワールシチー

生産牧場 山口明彦

父 マコトスパルビエロ

生産牧場 出口繁夫

鹿毛

生年月日 2018年2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

母 マコトジョワイユー（父 フジキセキ）

産地 様似町

父 メイショウボーラー

生産牧場 トーア牧場

地方収得賞金 4,650,000円

地方収得賞金 25,525,000円

母 トーアイザヨイ（父 シンボリクリスエス）

産地 豊浦町

北海道：2018/06/21～ 10戦1勝（2着2回、3着2回）

北海道：2017/05/23～ 5戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2019/01/09～ 31戦1勝（2着3回、3着3回）

岩手：2017/09/17～ 4戦1勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金 700,000円
北海道：2020/04/23～ 10戦0勝（2着0回、3着3回）

JRA：2018/02/17～ 3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）

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！

岩手：2018/06/10～ 9戦2勝（2着3回、3着0回）

8枠11番

1R ③ボルドーオペラ ⑦グレートロマン
2R ②ファンアンドトーチ ③タカラジマ ⑤トライアンフオース
3R ③リコートルーパー
4R ⑪ヒートアップ
5R ⑨スーパーラッド
6R ⑦エムオーブラック
7R ⑦セユウスマート
11R ①ユーセイスラッガー

東海：2019/02/13～ 13戦2勝（2着6回、3着2回）

ラッキーラック
牡2歳
鹿毛

調教師 宇野木博徳（浦和）

転入後
初出走

前走
２着

馬主 山口春夫
生年月日 2018年6月3日

父 ヴァンセンヌ

生産牧場 柏木一則

母 ハツネドオゴ（父 ミシエロ）

産地 新冠町

地方収得賞金 670,000円
北海道：2020/06/17～ 9戦0勝（2着3回、3着0回）

南関東：2019/11/01～ 10戦6勝（2着2回、3着0回）
◆2018 オパールC［盛岡］ 2着

