
1R 8R 11R　第64回ニューイヤーC〔SⅢ〕

3枠3番 1枠1番 5枠5番

フォーギブネス 調教師　平山真希（浦和） ベニノエンゼル 調教師　山越光（浦和） トランセンデンス 調教師　小久保智（浦和）

牡3歳 馬主　松本光弘 牝4歳 馬主　（株）紅谷 牡3歳 馬主　徳原英修

黒鹿毛 生年月日　2018年4月25日 鹿毛 生年月日　2017年2月24日 鹿毛 生年月日　2018年2月25日

父　エイシンヒカリ 生産牧場　栄進牧場 父　ルースリンド 生産牧場　棚川光男 父　トランセンド 生産牧場　藤本ファーム

母　エイシントパーズ（父　アドマイヤムーン） 産地　浦河町 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 母　タントタント（父　シニスターミニスター） 産地　日高町

地方収得賞金　890,000円 地方収得賞金　2,795,000円 地方収得賞金　13,130,000円

北海道：2020/09/23～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2019/06/13～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 北海道：2020/06/10～　7戦1勝（2着2回、3着1回）

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

4枠4番 8枠11番 ◆2020　JBC2歳優駿［門別］　2着

ハナハナ 調教師　小久保智（浦和） ヤマジュンヒバナ 調教師　川村守男（浦和） ◆2020　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　3着

牝3歳 馬主　Ｈｉｍ　Ｒｏｃｋ　Ｒａｃｉｎｇ　ＨＤ（株） 牝4歳 馬主　山下洵一郎 6枠6番

鹿毛 生年月日　2018年4月2日 鹿毛 生年月日　2017年4月19日 キャストロポポ 調教師　山本学（船橋）

父　エスポワールシチー 生産牧場　安達洋生 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　アラキフアーム 牡3歳 馬主　手嶋康雄

母　ワオ（父　キングカメハメハ） 産地　新冠町 母　アラマサローズ（父　スターリングローズ） 産地　新冠町 黒鹿毛 生年月日　2018年5月29日

地方収得賞金　1,100,000円 地方収得賞金　2,760,000円 父　マジェスティックウォリアー 生産牧場　田湯牧場

北海道：2020/05/05～　5戦2勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/05/02～　9戦0勝（2着2回、3着1回） 母　キャストロメファ（父　トワイニング） 産地　新ひだか町

南関東：2019/11/13～　9戦0勝（2着2回、3着1回） 地方収得賞金　6,350,000円

2R 北海道：2020/06/18～　4戦1勝（2着0回、3着1回）

8枠12番 9R 南関東：2020/10/27～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

カガヴィクトリー 調教師　酒井一則（浦和） 2枠2番 7枠8番

牡4歳 馬主　中村昌根 エック 調教師　水野貴史（浦和） サイダイゲンカイ 調教師　小久保智（浦和）

栗毛 生年月日　2017年3月21日 牡4歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 牡3歳 馬主　山口裕介

父　オルフェーヴル 生産牧場　社台ファーム 鹿毛 生年月日　2017年4月28日 芦毛 生年月日　2018年5月4日

母　ピサノアラバスター（父　クロフネ） 産地　千歳市 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　加藤牧場 父　ジョーカプチーノ 生産牧場　木村秀則

地方収得賞金　675,000円 母　エクボ（父　リンドシェーバー） 産地　日高町 母　ガーデンスタイル（父　デヒア） 産地　新ひだか町

北海道：2020/07/09～　4戦1勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　3,605,000円 地方収得賞金　12,915,000円

南関東：2020/09/25～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/06/05～　11戦1勝（2着1回、3着4回） 北海道：2020/05/05～　5戦2勝（2着1回、3着0回）

南関東：2019/12/04～　19戦0勝（2着2回、3着3回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

3R 南関東：2020/11/11～　4戦1勝（2着2回、3着0回）

6枠7番 10R ◆2020　栄冠賞［門別］　1着

プリティア 調教師　宇野木博徳（浦和） 1枠1番 8枠9番

牝4歳 馬主　（株）レックス スーパーローズ 調教師　野口孝（浦和） ハートプレイス 調教師　佐宗応和（大井）

黒鹿毛 生年月日　2017年3月17日 牝4歳 馬主　岡田義雄 牡3歳 馬主　渡部賢治

父　マジェスティックウォリアー 生産牧場　岡田スタツド 鹿毛 生年月日　2017年5月18日 栗毛 生年月日　2018年2月28日

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 父　スマートファルコン 生産牧場　友田牧場 父　ネオユニヴァース 生産牧場　山岡牧場

地方収得賞金　1,393,000円 母　クロノグラフ（父　Ｆｕｓａｉｃｈｉ　Ｐｅｇａｓｕｓ） 産地　新ひだか町 母　ネリヤカナヤ（父　タイキシャトル） 産地　新冠町

北海道：2019/05/01～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　6,157,000円 地方収得賞金　6,820,000円

兵庫：2019/07/19～　17戦0勝（2着3回、3着3回） 北海道：2019/05/30～　11戦1勝（2着3回、3着1回） 北海道：2020/05/13～　7戦1勝（2着2回、3着1回）

南関東：2020/10/22～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 兵庫：2019/12/11～　8戦1勝（2着4回、3着1回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2020/09/25～　5戦1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1回）

6R 5枠5番 南関東：2020/12/10～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

6枠7番 フェアリーマジック 調教師　川村守男（浦和） ◆2020　イノセントC［門別］　2着

ニードアフレンド 調教師　川村守男（浦和） 牝4歳 馬主　（有）吉田牧場 ◆2020　平和賞［船橋］　3着

牝7歳 馬主　石井啓之 鹿毛 生年月日　2017年4月27日

栗毛 生年月日　2014年3月14日 父　リアルインパクト 生産牧場　吉田牧場 12R

父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 母　リボンノキシ（父　スクワートルスクワート） 産地　安平町 3枠3番

母　ナナツボシ（父　Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｈａｌｏ） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　5,175,000円 パーソナルマキ 調教師　平山真希（浦和）

地方収得賞金　9,065,000円 北海道：2019/05/29～　9戦2勝（2着0回、3着1回） 牡8歳 馬主　杉浦和也

北海道：2016/04/28～　5戦2勝（2着0回、3着1回） 南関東：2019/12/23～　4戦0勝（2着3回、3着1回） 栗毛 生年月日　2013年3月29日

岩手：2016/08/15～　23戦2勝（2着1回、3着4回） 北海道：2020/04/16～　7戦2勝（2着2回、3着1回） 父　パーソナルラッシュ 生産牧場　槇本牧場

南関東：2018/03/02～　29戦1勝（2着2回、3着3回） 母　マキハタスペシャル（父　Ｍａｒｓｃａｙ） 産地　日高町

◆2017　ハヤテスプリント［盛岡］　3着　　◆2017　ウイナーC［水沢］　3着 ●本日の騎乗予定　桑村 真明騎手 地方収得賞金　22,126,000円 中央収得賞金　1,800,000円

◆2017　あやめ賞［水沢］　3着　　◆2017　金杯［水沢］　3着 浦和2R　⑫カガヴィクトリー 北海道：2015/08/04～　9戦3勝（2着4回、3着2回）

　　　11R　⑨ハートプレイス 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

7R JRA：2016/03/05～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

5枠5番 ●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 北海道：2016/07/13～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

ラブリーギャル 調教師　海馬澤司（浦和） 1R　①ボルドーマリー　③コズモポリス　⑥プロージット 南関東：2016/11/27～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

牝5歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 2R　④サンドアキュート　⑨モリデンマグマ 北海道：2017/04/19～　12戦2勝（2着3回、3着2回）

黒鹿毛 生年月日　2016年5月5日 3R　④ローザルーナ　 南関東：2017/12/01～　16戦2勝（2着2回、3着0回）

父　ルースリンド 生産牧場　坂戸節子 4R　⑨ビーナスリング 高知：2019/02/10～　23戦1勝（2着3回、3着7回）

母　ラブリーカランコエ（父　ゴールドアリュール） 産地　日高町 5R　③ヒートアップ 南関東：2020/01/15～　9戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　5,405,000円 6R　⑧シルバーサークル 5枠5番

北海道：2018/07/05～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 7R　②ロゼリアン　③ハナウタマジリ　⑤ミックスベリー ニャチャン 調教師　冨田敏男（浦和）

金沢：2018/11/04～　5戦2勝（2着1回、3着1回） 8R　①ミラクルベルン　②マナカフナ　③カツゲキダイリン 牝8歳 馬主　冨田藤男

兵庫：2019/01/15～　6戦0勝（2着0回、3着0回） 　　　⑤アウタースペース 芦毛 生年月日　2013年3月8日

南関東：2019/06/13～　10戦2勝（2着3回、3着2回） 9R　②スーパーラッド 父　クーリンガー 生産牧場　静内酒井牧場

8枠11番 10R　②ナラ 母　クーチュア（父　Ｃａｐｏｔｅ） 産地　新ひだか町

ボルドーヴェルチュ 調教師　柘榴浩樹（浦和） 11R第26回白銀争覇　②エイシンエンジョイ 地方収得賞金　23,993,000円

牝4歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 北海道：2015/08/20～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

黒鹿毛 生年月日　2017年3月31日 ●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手 岩手：2015/12/12～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

父　トゥザワールド 生産牧場　ヒカル牧場 笠松3R　⑤エイシンアルゴス 東海：2016/02/17～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

母　プロハンター（父　シーキングザダイヤ） 産地　新冠町 岩手：2016/04/02～　3戦0勝（2着0回、3着2回）

地方収得賞金　3,508,000円 ●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：2016/07/06～　43戦7勝（2着5回、3着6回）

北海道：2019/05/08～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 3R　④ガミラスグレシャス　⑨エイシンシッソウ ◆2016　岩手日報杯スプリングC［水沢］　3着

笠松：2019/08/14～　4戦1勝（2着0回、3着2回） 4R　①ネイチャーアモーレ　⑤ナインスエンジェル 7枠10番

南関東：2019/11/21～　9戦0勝（2着1回、3着1回） 6R　④ラバーソール　⑧ネイチャークラウド ブルーローズ 調教師　野口孝（浦和） 

北海道：2020/05/14～　12戦1勝（2着0回、3着0回） 8R　③モリデンスケサン　⑩ハドロサウルス 牝5歳 馬主　千田裕美

岩手：2020/11/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 9R　⑨リードメロディー 鹿毛 生年月日　2016年4月7日

◆2019　ジュニアクラウン［笠松］　3着 10R　⑦イケノオテンチャン 父　タイムパラドックス 生産牧場　原フアーム

11R　⑧ストーンリバー 母　ケイウンブルーム（父　ジョリーズヘイロー） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　12,215,000円

●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手 北海道：2018/05/09～　8戦1勝（2着1回、3着2回）

園田1R　⑤チャーチスクエア 南関東：2018/10/23～　28戦1勝（2着4回、3着6回）

　　　5R　⑧メイブツシャチョウ ◆2019　'19桃花賞［大井］　3着

　　11R　⑧ストーンリバー

　　12R　⑫エイシンゴエモン
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