
2R 6R 11R　第13回ユングフラウ賞〔SⅡ〕

2枠2番 8枠11番 1枠1番

エスメルーナ 調教師　野口孝（浦和） ベニノエンゼル 調教師　山越光（浦和） グロリオーソ 調教師　佐野謙二（大井）

牝3歳 馬主　（株）ＹＧＧＤＲＡＳＩＬＬ 牝4歳 馬主　（株）紅谷 牝3歳 馬主　仲尾正人

栗毛 生年月日　2018年2月27日 鹿毛 生年月日　2017年2月24日 栗毛 生年月日　2018年2月21日

父　カジノドライヴ 生産牧場　奥山博 父　ルースリンド 生産牧場　棚川光男 父　フリオーソ 生産牧場　グローリーファーム

母　カカアデンカ（父　ステイゴールド） 産地　日高町 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　シャインエタニティ（父　グラスワンダー） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,510,000円 地方収得賞金　2,905,000円 地方収得賞金　6,575,000円

北海道：2020/04/23～　6戦1勝（2着0回、3着2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～　9戦1勝（2着1回、3着2回）

南関東：2020/09/23～　3戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2019/12/24～　14戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2020/12/28～　2戦2勝（2着0回、3着0回）

3枠3番 3枠3番

ハクシンアカイバラ 調教師　薮口一麻（浦和） 8R アングラン 調教師　中道啓二（大井）

牝3歳 馬主　新井原博 3枠3番 牝3歳 馬主　伊達泰明

鹿毛 生年月日　2018年3月27日 ダンストンラソ 調教師　野口孝（浦和） 鹿毛 生年月日　2018年2月1日

父　ベルシャザール 生産牧場　川上牧場 牝6歳 馬主　伊藤治子 父　フィガロ 生産牧場　サンシャイン牧場

母　ルトルヴェール（父　ステイゴールド） 産地　新冠町 青鹿毛 生年月日　2015年4月6日 母　ヴィジタンディーヌ（父　ワイルドラッシュ） 産地　日高町

地方収得賞金　1,440,000円 父　ロードアルティマ 生産牧場　原フアーム 地方収得賞金　4,935,000円

北海道：2020/05/06～　8戦1勝（2着0回、3着1回） 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 北海道：2020/05/05～　5戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2020/12/24～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 地方収得賞金　9,025,000円 南関東：2020/11/03～　4戦1勝（2着1回、3着0回）

6枠7番 北海道：2017/06/22～　8戦2勝（2着2回、3着1回） 5枠6番

フォーギブネス 調教師　平山真希（浦和） 南関東：2017/11/22～　8戦1勝（2着0回、3着1回） ウワサノシブコ 調教師　岡田一男（浦和）

牡3歳 馬主　松本光弘 岩手：2018/04/30～　23戦4勝（2着3回、3着3回） 牝3歳 馬主　上野耕一

黒鹿毛 生年月日　2018年4月25日 南関東：2020/01/16～　15戦1勝（2着3回、3着2回） 栗毛 生年月日　2018年5月19日

父　エイシンヒカリ 生産牧場　栄進牧場 6枠6番 父　アイルハヴアナザー 生産牧場　岡田スタツド

母　エイシントパーズ（父　アドマイヤムーン） 産地　浦河町 エック 調教師　水野貴史（浦和） 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

地方収得賞金　1,310,000円 牡4歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 地方収得賞金　8,675,000円

北海道：2020/09/23～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2017年4月28日 北海道：2020/05/20～　9戦2勝（2着2回、3着1回）

南関東：2020/12/24～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　加藤牧場 南関東：2020/12/21～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

7枠9番 母　エクボ（父　リンドシェーバー） 産地　日高町 6枠8番

キャッスルベル 調教師　渋谷信博（船橋） 地方収得賞金　3,930,000円 ティーズアレディー 調教師　嶋田幸晴（大井）

牝3歳 馬主　城市公 北海道：2019/06/05～　11戦1勝（2着1回、3着4回） 牝3歳 馬主　立山伸二

鹿毛 生年月日　2018年3月27日 南関東：2019/12/04～　22戦0勝（2着2回、3着4回） 鹿毛 生年月日　2018年4月13日

父　パドトロワ 生産牧場　城市公 父　トランセンド 生産牧場　カタオカフアーム

母　シルクパサージュ（父　マイネルラヴ） 産地　新ひだか町 9R 母　フェスティブシャン（父　サニーブライアン） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,630,000円 1枠1番 地方収得賞金　10,060,000円

北海道：2020/06/03～　7戦0勝（2着0回、3着0回） サドンゲイル 調教師　水野貴史（浦和） 北海道：2020/05/20～　8戦1勝（2着1回、3着1回）

岩手：2020/11/09～　5戦3勝（2着0回、3着0回） 牡4歳 馬主　泉俊二 南関東：2020/12/09～　3戦1勝（2着2回、3着0回）

青鹿毛 生年月日　2017年5月13日 ◆2021　'21桃花賞［大井］　1着

5R 父　シンボリクリスエス 生産牧場　大川牧場 7枠9番

4枠4番 母　エンゼルアーチ（父　Ｓｍａｒｔ　Ｓｔｒｉｋｅ） 産地　厚真町 サブルドール 調教師　荒山勝徳（大井）

ヒゲクレイジー 調教師　酒井一則（浦和） 地方収得賞金　4,325,000円 牝3歳 馬主　（有）キャロットファーム

牡5歳 馬主　成富直行 北海道：2019/05/16～　12戦0勝（2着2回、3着3回） 栗毛 生年月日　2018年4月4日

黒鹿毛 生年月日　2016年4月8日 南関東：2019/11/28～　22戦1勝（2着1回、3着2回） 父　カジノドライヴ 生産牧場　坂東牧場

父　スクワートルスクワート 生産牧場　清水貞信 母　ビスクドール（父　サンデーサイレンス） 産地　平取町

母　バーニングラブ（父　スキャターザゴールド） 産地　青森県 10R 地方収得賞金　10,840,000円

地方収得賞金　4,567,000円 5枠5番 北海道：2020/06/03～　4戦1勝（2着1回、3着1回）

北海道：2018/05/17～　5戦1勝（2着1回、3着1回） タッチライフ 調教師　岡田一男（浦和） 南関東：2020/11/19～　2戦0勝（2着1回、3着1回）

南関東：2018/09/05～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 牝7歳 馬主　門別正 ◆2020　東京2歳優駿牝馬［大井］　2着

高知：2018/12/16～　9戦0勝（2着2回、3着0回） 芦毛 生年月日　2014年4月20日 ◆2020　フローラルC［門別］　3着

佐賀：2019/04/20～　11戦0勝（2着1回、3着0回） 父　アッミラーレ 生産牧場　門別正 7枠10番

南関東：2020/05/25～　11戦0勝（2着1回、3着0回） 母　チャーミングタンゴ（父　アフリート） 産地　日高町 セカイノホシ 調教師　蛯名雄太（大井）

◆2018　金の鞍賞［高知］　2着 地方収得賞金　23,609,000円 牝3歳 馬主　林正夫

北海道：2016/05/04～　9戦2勝（2着0回、3着3回） 芦毛 生年月日　2018年5月6日

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 南関東：2016/12/20～　62戦5勝（2着4回、3着10回） 父　カレンブラックヒル 生産牧場　坂本牧場

1R　②ドーベルフラッシュ 5枠6番 母　セカイノカナ（父　キングヘイロー） 産地　新ひだか町

2R　③スーパーラッド ジョーパイロライト 調教師　小久保智（浦和） 地方収得賞金　8,725,000円

5R　⑥ゴールドランチ 牡5歳 馬主　上田江吏子 北海道：2020/05/14～　7戦3勝（2着1回、3着1回）

6R　②エイシンイージス　③コマフォーゼ　⑦グレートロマン 鹿毛 生年月日　2016年5月20日 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着0回）

8R　⑤ヤコウレッシャ 父　パイロ 生産牧場　原口牧場 ◆2020　ローレル賞［川崎］　2着

9R　②ジェネラルエリア　⑦クインザクイン 母　フーリン（父　ダイワメジャー） 産地　新ひだか町 ◆2020　フルールC［門別］　3着

地方収得賞金　17,855,000円 8枠12番

北海道：2018/06/06～　4戦1勝（2着1回、3着2回） レディブラウン 調教師　原三男（川崎）

南関東：2019/02/11～　16戦4勝（2着2回、3着0回） 牝3歳 馬主　藤元厚雄

◆2018　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　3着 青鹿毛 生年月日　2018年5月11日

父　フリオーソ 生産牧場　風ノ丘ファーム

●姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 母　レモンリーフ（父　リンドシェーバー） 産地　青森県

1R　②グルース 地方収得賞金　9,185,000円

2R　①エイシンミード　③アイレスタイム　⑨カールグリン 北海道：2020/06/11～　7戦1勝（2着2回、3着0回）

　　　⑩エイシンミステリー 南関東：2020/12/17～　3戦1勝（2着0回、3着1回）

3R　②ゴリョウサン ◆2020　リリーC［門別］　2着

4R　③レモン

6R　⑩フジノラビット 12R

7R　①ペルチャン　④エールソングス　⑥エイシンリボーン 1枠1番

　　　⑦シェーンフォレスト ドンゲイボルグ 調教師　村田順一（川崎） 

10R　①エムティーマリー 牡8歳 馬主　酒井孝敏

11R　⑥キール　⑦マッドドッグ　⑪イッチョウ 芦毛 生年月日　2013年4月29日

12R　⑨ヘイセイノキセキ 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　富田恭司

母　スカアハ（父　アサティス） 産地　様似町

地方収得賞金　23,166,000円

北海道：2015/06/18～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2015/10/06～　7戦0勝（2着0回、3着2回）

佐賀：2016/04/09～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2016/09/26～　15戦2勝（2着2回、3着1回）

兵庫：2017/07/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2017/09/03～　12戦0勝（2着2回、3着1回）

北海道：2018/06/06～　8戦1勝（2着0回、3着3回）

南関東：2018/12/27～　35戦2勝（2着6回、3着3回）

3枠3番

コパノキャリー 調教師　工藤伸輔（浦和）

牝4歳 馬主　小林祥晃

青鹿毛 生年月日　2017年4月2日

父　コパノリチャード 生産牧場　西村和夫

母　ラブミーブルー（父　サウスヴィグラス） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　8,485,000円

北海道：2019/05/01～　6戦0勝（2着5回、3着0回）

岩手：2019/09/01～　3戦1勝（2着1回、3着0回）

JRA：2020/01/19～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

南関東：2020/02/18～　10戦2勝（2着1回、3着1回）

◆2019　ビギナーズC［盛岡］　1着

5枠6番

ブレイクフリー 調教師　矢野義幸（船橋） 

牝5歳 馬主　（有）新生ファーム

黒鹿毛 生年月日　2016年1月31日

父　ヴァーミリアン 生産牧場　新生ファーム

母　エムワイスカレット（父　フレンチデピュティ） 産地　日高町

地方収得賞金　11,912,500円

北海道：2018/08/15～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着1回）

南関東；2018/12/31～　21戦3勝（2着2回、3着0回）

◆2018　金沢シンデレラC［金沢］　2着

◆2018　園田プリンセスC［園田］　3着

2/23(火祝) 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

2020年2月19日(水)　浦和11R　第12回ユングフラウ賞

優勝馬：レイチェルウーズ号
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2月23日(火祝) 浦和競馬場 第11レース

第13回ユングフラウ賞

SⅡ・3歳牝馬オープン ダート1,400ｍ

スイス中南部、アルプス山脈の高峰。海抜4158メート
ル。美しい山容で知られる。中腹の3454メートル地点ま
で登山鉄道が通じる。ここでは、ドイツ語で「若い娘」の意
味があり、３歳牝馬の競走名に冠した。
当初、準重賞競走でスタートし、平成21年から重賞競
走へ格上げし実施している。1着から3着馬に対し、南関
東の3歳牝馬のクラシック競走の一つとして、3月に浦和
競馬場で行われる「桜花賞」への優先出走権が付与され
る。

（浦和競馬公式ホームページより）

◎昨年の競走成績

1着③レイチェルウーズ（56本田重） 1分28秒2

2着①アクアリーブル（54山本聡） 1 1/2

3着⑩ポピュラーソング（55笹川翼） 1 1/2

単勝150円 馬複1,740円 馬単2,190円

3連複41,340円 3連単103,520円

ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


