
1R 5R 8R

6枠7番 4枠4番 3枠3番

ハクシンアカイバラ 調教師　薮口一麻（浦和） シュペリエル 調教師　内野健二（浦和） タイムオブザーバー 調教師　薮口一麻（浦和）

牝3歳 馬主　新井原博 牡4歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 牝4歳 馬主　岡田孝之

鹿毛 生年月日　2018年3月27日 黒鹿毛 生年月日　2017年5月14日 鹿毛 生年月日　2017年5月19日

父　ベルシャザール 生産牧場　川上牧場 父　ヴァーミリアン 生産牧場　高橋義浩 父　ルースリンド 生産牧場　大北牧場

母　ルトルヴェール（父　ステイゴールド） 産地　新冠町 母　レイナウッド（父　ボストンハーバー） 産地　新ひだか町 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　1,300,000円 地方収得賞金　1,766,000円 地方収得賞金　2,369,000円

北海道：2020/05/06～　8戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2019/06/06～　10戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：019/06/06～　7戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2020/12/24～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 金沢：2019/12/08～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 東海：2019/10/18～　12戦2勝（2着3回、3着0回）

8枠11番 兵庫：2020/02/04～　7戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2020/09/17～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

ルチルクォーツ 調教師　水野貴史（浦和） 金沢：2020/06/16～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2020/10/21～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

牝3歳 馬主　齋藤秀文 東海：2020/07/08～　12戦2勝（2着1回、3着2回）

黒鹿毛 生年月日　2018年3月14日 9R

父　アイルハヴアナザー 生産牧場　下河辺牧場 6R 4枠4番

母　ウェルカミング（父　マンハッタンカフェ） 産地　日高町 2枠2番 ダンストンラソ 調教師　野口孝（浦和） 

地方収得賞金　2,140,000円 モーニングフジ 調教師　箕輪武（浦和） 牝6歳 馬主　伊藤治子

北海道：2020/07/16～　9戦2勝（2着2回、3着1回） 牝3歳 馬主　今朝光 青鹿毛 生年月日　2015年4月6日

南関東：2020/12/22～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2018年4月25日 父　ロードアルティマ 生産牧場　原フアーム

8枠12番 父　アグネスデジタル 生産牧場　村中牧場 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

ミスターウラノフ 調教師　長谷川忍（浦和） 母　ロイヤルヴィラ（父　ゼンノロブロイ） 産地　浦河町 地方収得賞金　8,825,000円

牡3歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 地方収得賞金　3,045,000円 北海道：2017/06/22～　8戦2勝（2着2回、3着1回）

芦毛 生年月日　2018年4月15日 北海道：2020/05/05～　13戦1勝（2着1回、3着2回） 南関東：2017/11/22～　8戦1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 南関東：2020/12/23～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 岩手：2018/04/30～　23戦4勝（2着3回、3着3回）

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 5枠5番 南関東：2020/01/16～　13戦1勝（2着3回、3着1回）

地方収得賞金　1,700,000円 レーヴプルーヴ 調教師　海馬澤司（浦和） 5枠6番

北海道：2020/05/21～　4戦1勝（2着0回、3着2回）　 牝3歳 生年月日　2018年3月10日 ナンセカンセ 調教師　藤原智行（浦和）

南関東：2020/10/21～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生産牧場　佐藤鉄也 牡6歳 馬主　村上卓史

父　ディスクリートキャット 馬主　町田勉宗 栗毛 生年月日　2015年3月27日

3R 母　ローズシティ（父　フレンチデピュティ） 産地　新ひだか町 父　フリオーソ 生産牧場　木戸口牧場

1枠1番 地方収得賞金　2,350,000円 母　ディアン（父　ブラックタイアフェアー） 産地　浦河町

アラレチャン 調教師　宇野木博徳（浦和） 北海道：2020/07/15～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　6,782,000円

牝6歳 馬主　太田匡哉 7枠10番 北海道：2017/07/13～　7戦1勝（2着2回、3着2回）

鹿毛 生年月日　2015年4月5日 ウワサノシブコ 調教師　岡田一男（浦和） 東海：2018/04/11～　22戦5勝（2着4回、3着6回）

父　アドマイヤマックス 生産牧場　坂元芳春 牝3歳 馬主　上野耕一 南関東：2019/09/12～　20戦2勝（2着2回、3着0回）

母　アイリッシュミスト（父　アフリート） 産地　新冠町 栗毛 生年月日　2018年5月19日 6枠7番

地方収得賞金　3,092,000円 父　アイルハヴアナザー 生産牧場　岡田スタツド セントサレディー 調教師　長谷川忍（浦和）

北海道：2017/06/07～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 母　スマートシンパシー（父　ダンスインザダーク） 産地　新ひだか町 牝5歳 馬主　杉浦和也

南関東：2017/12/12～　45戦0勝（2着1回、3着5回） 地方収得賞金　2,800,000円 黒鹿毛 生年月日　2016年4月19日

8枠11番 北海道：2020/05/20～　9戦2勝（2着2回、3着1回） 父　アッミラーレ 生産牧場　山野牧場

デニール 調教師　柘榴浩樹（浦和） 南関東：2020/12/21～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 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

牝8歳 馬主　（株）心頼ＬｏｏＰ 地方収得賞金　4,876,000円

鹿毛 生年月日　2013年4月29日 7R 北海道：2018/05/10～　7戦0勝（2着1回、3着1回）

父　アドマイヤオーラ 生産牧場　藤本牧場 1枠1番 東海：2018/10/19～　4戦1勝（2着2回、3着1回）

母　ラベルフィーユ（父　アグネスデジタル） 産地　新ひだか町 アスラーダ 調教師　横山保（浦和） 南関東：2019/02/14～　35戦0勝（2着2回、3着3回）

地方収得賞金　7,364,000円 牡4歳 馬主　グリーンウッド（株） ◆2018　ジュニアキング［笠松］　2着

北海道：2015/04/29～　8戦1勝（2着3回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2017年3月7日

南関東：2016/01/02～　58戦4勝（2着6回、3着4回） 父　サムライハート 生産牧場　織田正敏 11R

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 8枠9番

4R 地方収得賞金　2,080,000円 ユニバーサルライト 調教師　佐藤裕太（船橋） 

4枠4番 北海道：2019/07/10～　5戦0勝（2着1回、3着0回） セン6歳 馬主　（株）レックス

カゲカツ 調教師　長谷川忍（浦和） 兵庫：2019/11/13～　8戦0勝（2着0回、3着1回） 栗毛 生年月日　2015年4月4日

牡7歳 馬主　爲永良弘 岩手：2020/04/19～　6戦0勝（2着1回、3着0回） 父　ロジユニヴァース 生産牧場　豊洋牧場

栗毛 生年月日　2014年4月3日 南関東：2020/10/21～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 母　ベストミニオン（父　シニスターミニスター） 産地　日高町

父　ロードアルティマ 生産牧場　藤春修二 2枠2番 地方収得賞金　40,820,000円

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 ランタン 調教師　水野貴史（浦和） 北海道：2017/07/20～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　8,523,000円 牝5歳 馬主　吉田勝利 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2016/05/04～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2016年4月24日 　うち他地区参戦：1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） 父　スターリングローズ 生産牧場　中川欽一 南関東：2018/03/12～　22戦6勝（2着6回、3着5回）

兵庫：2016/12/22～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 母　デルマハヤブサ（父　ロージズインメイ） 産地　日高町 ◆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

北海道：2017/05/31～　8戦1勝（2着3回、3着1回） 地方収得賞金　2,509,000円 ◆2018　東京湾C［船橋］　2着　　◆2018　ブルーバードC［船橋］　2着

南関東：2017/11/24～　49戦1勝（2着8回、3着5回） 北海道：2018/05/31～　10戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2020　'20まがたま賞［浦和］　3着

7枠9番 東海：2018/12/10～　45戦6勝（2着11回、3着3回）

クラセイジョ 調教師　藤原智行（浦和） 南関東：2020/11/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 12R

牝8歳 馬主　倉見利弘 7枠10番 6枠7番

栗毛 生年月日　2013年4月30日 アミン 調教師　冨田敏男（浦和） アカフジ 調教師　川村守男（浦和）

父　サイレントディール 生産牧場　倉見牧場 牝4歳 馬主　冨田藤男 牡4歳 馬主　（有）吉田牧場

母　クラビッグレディ（父　ブラックタイアフェアー） 産地　日高町 栗毛 生年月日　2017年3月13日 鹿毛 生年月日　2017年5月28日

地方収得賞金　8,536,000円 父　ストロングリターン 生産牧場　船越牧場 父　ネオヴァンドーム 生産牧場　宮井孝典

北海道：2015/05/14～　13戦1勝（2着0回、3着0回） 母　マリーブーケトス（父　グラスワンダー） 産地　日高町 母　シワクシラナミ（父　シルバーチャーム） 産地　伊達市

金沢：2015/12/13～　24戦4勝（2着2回、3着3回） 地方収得賞金　2,450,000円 地方収得賞金　7,840,000円

　うち他地区参戦：4戦2勝（2着0回、3着2回） 北海道：2019/08/22～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2019/10/29～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2016/12/19～　59戦3勝（2着8回、3着3回） 南関東：2019/11/05～　23戦0勝（2着0回、3着4回） 南関東：2019/11/28～　12戦2勝（2着3回、3着1回）

北海道：2020/10/06～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ ●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 南関東：2020/11/25～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

1R　①フォルプリンセス　⑨ハッピーアントニア 2R　②ソラモトベルハズ　④テノヒラガエシ　⑤リンノファンタジー

2R　⑥オンデュラシオン　⑦トキノマドンナ 　　　⑥ヤシロヴィッキー　⑨ダンスウィズロンド　⑩アイレスタイム ●本日の騎乗予定　桑村 真明騎手
3R　③ポートカナベラル　④イッセイ　⑤コスモサンシャイン 3R　①チョロ　③エイシンシナバー　⑤エイシンリカルダ 浦和1R　⑫ミスターウラノフ

　　　⑧ラキリン 　　　⑥エイシンミラクル　⑦リリメリア　⑧オノマトペ　⑨エイシンビーミング 　　　3R　②ケイティースミス

5R　②プリティカメリア　⑨メガプテラ 　　　⑫エムティモナ 　　　6R　⑩ウワサノシブコ

6R　②オーミルシア　⑤ブルースターヒル　⑨マジックガール 4R　⑩ブラックトリガー

9R　⑤モスコミュール 6R　①クラトキン　

8R　⑫サハラファイター

●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手 9R　⑨ボーイッシュガール

笠松1R　⑤キングズランド

　　　6R　⑧エイシンバビロン ●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手
　　　7R　③キサナドゥー 園田1R　⑦ココリガストン

　　10R　②ゼネラルマッターレ 　　　2R　②ソラモトベルハズ

　　　7R　④サクラトラジャー

　　　9R　③カミーノ

　　12R　⑧クツワノオジョウ

1/6(水) 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

転入後
初出走

前走
２着

前走
３着

前走
３着

前走
１着

前走
３着

前走
１着

前走
３着

前走
２着

前走
３着


