
2R 7R 11R

5枠5番 5枠5番 5枠5番

ウィンターワルツ 調教師　村田六郎（川崎） カゲカツ 調教師　長谷川忍（浦和） オールザベスト 調教師　内田勝義（川崎） 

牝3歳 馬主　吉武章 牡7歳 馬主　爲永良弘 牡7歳 馬主　（有）グランド牧場

鹿毛 生年月日　2018年4月17日 栗毛 生年月日　2014年4月3日 芦毛 生年月日　2014年3月16日

父　グランプリボス 生産牧場　吉田牧場 父　ロードアルティマ 生産牧場　藤春修二 父　Ｓｐｅｉｇｈｔｓｔｏｗｎ 生産牧場　グランド牧場

母　ワカサイティング（父　アグネスワールド） 産地　安平町 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　ファンダングル（父　Ｈｏｌｙ　Ｂｕｌｌ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　1,609,000円 地方収得賞金　9,407,000円 地方収得賞金　22,065,000円

北海道：2020/06/03～　11戦0勝（2着3回、3着0回） 北海道：2016/05/04～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2016/05/04～　10戦2勝（2着6回、3着0回）

南関東：2020/12/15～　5戦0勝（2着0回、3着1回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 岩手：2016/11/27～　12戦6勝（2着2回、3着2回）

6枠8番 兵庫：2016/12/22～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2018/04/04～　13戦3勝（2着2回、3着2回）

モリデンタワー 調教師　山越光（浦和） 北海道：2017/05/31～　8戦1勝（2着3回、3着1回） ◆2017　ウイナーC[水沢]　1着　　◆2017　金杯[水沢]　1着

牝3歳 馬主　森田芳男 南関東：2017/11/24～　52戦2勝（2着8回、3着5回） ◆2017　奥州弥生賞[水沢]　2着　　◆2016　寒菊賞[水沢]　2着

栗毛 生年月日　2018年4月7日 7枠9番 ◆2017　スプリングC[水沢]　3着

父　ロジユニヴァース 生産牧場　森田芳男 ロゼッタハート 調教師　午房榮吉（浦和） 5枠6番

母　モリデンヴィーナス（父　ジェニュイン） 産地　新冠町 牝7歳 馬主　小橋亮太 ブルーローズ 調教師　野口孝（浦和） 

地方収得賞金　1,618,000円 鹿毛 生年月日　2014年2月21日 牝5歳 馬主　千田裕美

北海道：2020/06/11～　7戦0勝（2着1回、3着1回） 父　ネオユニヴァース 生産牧場　ヤナガワ牧場 鹿毛 生年月日　2016年4月7日

兵庫：2020/10/22～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 母　サイモンドルチェ（父　ジャングルポケット） 産地　日高町 父　タイムパラドックス 生産牧場　原フアーム

南関東：2021/02/05～　2戦0勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　8,280,000円 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

8枠12番 北海道：2016/06/23～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　13,030,000円

フォーギブネス 調教師　平山真希（浦和） JRA：2016/12/18～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/05/09～　8戦1勝（2着1回、3着2回）

牡3歳 馬主　松本光弘 南関東：2017/05/01～　38戦1勝（2着3回、3着2回） 南関東：2018/10/23～　33戦1勝（2着4回、3着6回）

黒鹿毛 生年月日　2018年4月25日 岩手：2019/04/21～　13戦4勝（2着1回、3着1回） ◆2019　'19桃花賞［大井］　3着

父　エイシンヒカリ 生産牧場　栄進牧場 南関東：2020/01/17～　17戦1勝（2着0回、3着0回） 7枠9番

母　エイシントパーズ（父　アドマイヤムーン） 産地　浦河町 パーソナルマキ 調教師　平山真希（浦和）

地方収得賞金　1,570,000円 8R 牡8歳 馬主　杉浦和也

北海道：2020/09/23～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 3枠3番 栗毛 生年月日　2013年3月29日

南関東：2020/12/24～　5戦0勝（2着1回、3着1回） ランタン 調教師　水野貴史（浦和） 父　パーソナルラッシュ 生産牧場　槇本牧場

牝5歳 馬主　吉田勝利 母　マキハタスペシャル（父　Ｍａｒｓｃａｙ） 産地　日高町

4R 鹿毛 生年月日　2016年4月24日 地方収得賞金　25,116,000円 中央収得賞金　1,800,000円

6枠7番 父　スターリングローズ 生産牧場　中川欽一 北海道：2015/08/04～　9戦3勝（2着4回、3着2回）

ヒゲクレイジー 調教師　酒井一則（浦和） 母　デルマハヤブサ（父　ロージズインメイ） 産地　日高町 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

牡5歳 馬主　成富直行 地方収得賞金　2,709,000円 JRA：2016/03/05～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2016年4月8日 北海道：2018/05/31～　10戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2016/07/13～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

父　スクワートルスクワート 生産牧場　清水貞信 東海：2018/12/10～　45戦6勝（2着11回、3着3回） 南関東：2016/11/27～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

母　バーニングラブ（父　スキャターザゴールド） 産地　青森県 南関東：2020/11/26～　7戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2017/04/19～　12戦2勝（2着3回、3着2回）

地方収得賞金　4,917,000円 7枠10番 南関東：2017/12/01～　16戦2勝（2着2回、3着0回）

北海道：2018/05/17～　5戦1勝（2着1回、3着1回） ヤマジュンヒバナ 調教師　川村守男（浦和） 高知：2019/02/10～　23戦1勝（2着3回、3着7回）

南関東：2018/09/05～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　山下洵一郎 南関東：2020/01/15～　15戦1勝（2着0回、3着0回）

高知：2018/12/16～　9戦0勝（2着2回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2017年4月19日 8枠12番

佐賀：2019/04/20～　11戦0勝（2着1回、3着0回） 父　ローレルゲレイロ 生産牧場　アラキフアーム アップタウンローズ 調教師　水野貴史（浦和）

南関東：2020/05/25～　12戦0勝（2着2回、3着0回） 母　アラマサローズ（父　スターリングローズ） 産地　新冠町 牝4歳 馬主　泉俊二

◆2018　金の鞍賞［高知］　2着 地方収得賞金　3,025,000円 栗毛 生年月日　2017年3月27日

8枠11番 北海道：2019/05/02～　9戦0勝（2着2回、3着1回） 父　エスポワールシチー 生産牧場　木村牧場

ベニノエンゼル 調教師　山越光（浦和） 南関東：2019/11/13～　12戦0勝（2着2回、3着1回） 母　ユーリカ（父　クロフネ） 産地　日高町

牝4歳 馬主　（株）紅谷 地方収得賞金　9,850,000円

鹿毛 生年月日　2017年2月24日 10R 北海道：2019/07/10～　3戦1勝（2着0回、3着1回）

父　ルースリンド 生産牧場　棚川光男 5枠5番 南関東：2019/12/23～　11戦3勝（2着2回、3着1回）

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 ボルドーヴェルチュ 調教師　柘榴浩樹（浦和）

地方収得賞金　2,905,000円 牝4歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 12R

北海道：2019/06/13～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 黒鹿毛 生年月日　2017年3月31日 4枠4番

南関東：2019/12/24～　15戦1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 ロビュスト 調教師　薮口一麻（浦和） 

母　プロハンター（父　シーキングザダイヤ） 産地　新冠町 牡5歳 馬主　（有）太盛

5R 地方収得賞金　3,673,000円 鹿毛 生年月日　2016年5月20日

4枠4番 北海道：2019/05/08～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 父　モンテロッソ 生産牧場　ストロベリーフィールドファーム株式会社

ミスターウラノフ 調教師　長谷川忍（浦和） 笠松：2019/08/14～　4戦1勝（2着0回、3着2回） 母　ダナエ（父　バイオマスター） 産地　むかわ町

牡3歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 南関東：2019/11/21～　9戦0勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　11,940,000円

芦毛 生年月日　2018年4月15日 北海道：2020/05/14～　12戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/06/14～　8戦2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 岩手：2020/11/29～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/01/09～　23戦2勝（2着3回、3着7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 南関東：2020/01/07～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 8枠12番

地方収得賞金　5,190,000円 ◆2019　ジュニアクラウン［笠松］　3着 ドンゲイボルグ 調教師　村田順一（川崎） 

北海道：2020/05/21～　4戦1勝（2着0回、3着2回）　 牡8歳 馬主　酒井孝敏

南関東：2020/10/21～　6戦0勝（2着4回、3着0回） 芦毛 生年月日　2013年4月29日

　うち他地区参戦：2戦0勝（2着2回、3着0回） 父　スウェプトオーヴァーボード 生産牧場　富田恭司

◆2021　たんぽぽ賞［佐賀］　2着 母　スカアハ（父　アサティス） 産地　様似町

7枠7番 地方収得賞金　23,166,000円

ヤマノプリティー 調教師　新井清重（船橋） 北海道：2015/06/18～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

牝3歳 馬主　山口明彦 南関東：2015/10/06～　7戦0勝（2着0回、3着2回）

鹿毛 生年月日　2018年3月4日 佐賀：2016/04/09～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

父　タイセイレジェンド 生産牧場　山口明彦 南関東：2016/09/26～　15戦2勝（2着2回、3着1回）

母　ヤーマンミルフィー（父　バブルガムフェロー） 産地　平取町 兵庫：2017/07/26～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　2,650,000円 南関東：2017/09/03～　12戦0勝（2着2回、3着1回）

北海道：2020/06/18～　8戦1勝（2着2回、3着0回） 北海道：2018/06/06～　8戦1勝（2着0回、3着3回）

南関東：2020/12/01～　3戦0勝（2着3回、3着0回） 南関東：2018/12/27～　37戦2勝（2着6回、3着3回）

8枠9番

スターオブフェアー 調教師　石井勝男（船橋） ●水沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
牝3歳 馬主　光安了 4R　⑥アラノボル

鹿毛 生年月日　2018年5月15日 7R　④アウトスタンディン　⑦ジーンジニー

父　ジョーカプチーノ 生産牧場　ムラカミファーム 10R　⑪ヤマショウリターン

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　3,640,000円

北海道：2020/05/20～　7戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2020/12/02～　7戦1勝（2着0回、3着3回）

3/29(月) 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
３着

前走
２着

前走
２着

前走
２着

前走
２着

前走
２着

前走
３着

ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


