
3R 7R 10R

1枠1番 3枠3番 6枠7番

マサノエトワール 調教師　齊藤敏（船橋） クラセイジョ 調教師　藤原智行（浦和） フォーギブネス 調教師　平山真希（浦和）

牝2歳 馬主　中村時子 牝8歳 馬主　倉見利弘 牡3歳 馬主　松本光弘

鹿毛 生年月日　2019年4月5日 栗毛 生年月日　2013年4月30日 黒鹿毛 生年月日　2018年4月25日

父　ザファクター 生産牧場　有限会社大作ステーブル 父　サイレントディール 生産牧場　倉見牧場 父　エイシンヒカリ 生産牧場　栄進牧場

母　モエレゴールド（父　サンデーサイレンス） 産地　新冠町 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 母　エイシントパーズ（父　アドマイヤムーン） 産地　浦河町

地方収得賞金　2,624,000円 地方収得賞金　8,824,000円 地方収得賞金　5,200,000円

北海道：2021/05/05～　10戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2015/05/14～　13戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/09/23～　3戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2021/11/30～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 金沢：2015/12/13～　24戦4勝（2着2回、3着3回） 南関東：2020/12/24～　12戦2勝（2着1回、3着3回）

4枠4番 　うち他地区参戦：4戦2勝（2着0回、3着2回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

ジングルベル 調教師　小久保智（浦和） 南関東：2016/12/19～　71戦3勝（2着8回、3着3回） 7枠9番

牝2歳 馬主　Ｈｉｍ　Ｒｏｃｋ　Ｒａｃｉｎｇ　ＨＤ（株） 4枠4番 エック 調教師　水野貴史（浦和） 

鹿毛 生年月日　2019年4月4日 スマイルジーニアス 調教師　鹿沼良和（浦和） 牡4歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株）

父　シンボリクリスエス 生産牧場　北田剛 セン6歳 馬主　今中俊平 鹿毛 生年月日　2017年4月28日

母　クラウディア（父　マンハッタンカフェ） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2015年2月10日 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　加藤牧場

地方収得賞金　2,520,000円 父　シンボリクリスエス 生産牧場　社台ファーム 母　エクボ（父　リンドシェーバー） 産地　日高町

北海道：2021/07/01～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 母　スカーレットポピー（父　アグネスタキオン） 産地　千歳市 地方収得賞金　6,355,000円

南関東：2021/09/23～　5戦0勝（2着2回、3着0回） 地方収得賞金　4,535,000円 北海道：2019/06/05～　11戦1勝（2着1回、3着4回）

5枠6番 北海道：2017/06/01～　6戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2019/12/04～　39戦1勝（2着3回、3着5回）

マーミンラブ 調教師　米谷康秀（船橋） 南関東：2017/11/02～　67戦2勝（2着2回、3着3回）

牝2歳 馬主　須田靖之 11R

鹿毛 生年月日　2019年5月2日 8R 4枠4番

父　ダノンレジェンド 生産牧場　北俣ファーム 1枠1番 テイクアターン 調教師　山田信大（船橋）

母　エミネンツァベルタ（父　タイキシャトル） 産地　浦河町 マナカフナ 調教師　牛房榮吉（浦和） 牡3歳 馬主　（株）レックス

地方収得賞金　2,220,000円 牝3歳 馬主　吉田勝利 栗毛 生年月日　2018年4月28日

北海道：2021/05/04～　8戦1勝（2着0回、3着2回） 鹿毛 生年月日　2018年5月8日 父　ストロングリターン 生産牧場　マルシチ牧場

南関東：2021/10/25～　2戦0勝（2着0回、3着2回） 父　リオンディーズ 生産牧場　ユートピア牧場 母　ネクストフラワー（父　フォーティナイナーズサン） 産地　青森県

7枠10番 母　マナエヴァ（父　クロフネ） 産地　登別市 地方収得賞金　9,890,000円

ボルドーラドール 調教師　長谷川忍（浦和） 地方収得賞金　3,434,000円 北海道：2020/05/21～　16戦4勝（2着2回、3着0回）

牡2歳 馬主　シグラップ・マネジメント（株） 北海道：2020/06/24～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2019年3月14日 東海：2020/09/24～　7戦0勝（2着2回、3着1回） 南関東：2021/09/27～　3戦0勝（2着2回、3着0回）

父　メイショウサムソン 生産牧場　シグラップファーム 岩手：2021/04/18～　8戦0勝（2着0回、3着1回）

母　ホーチャム（父　ステイゴールド） 産地　日高町 東海：2021/09/09～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 12R

地方収得賞金　2,250,000円 南関東：2021/10/21～　3戦0勝（2着2回、3着0回） 3枠3番

北海道：2021/05/19～　7戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2020　秋風ジュニア［笠松］　2着 エイシンイオ 調教師　薮口一麻（浦和）

南関東：2021/09/23～　3戦0勝（2着1回、3着1回） ◆2020　ジュニアクラウン［笠松］　3着 牝3歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研

8枠11番 4枠4番 青毛 生年月日　2018年2月14日

アドミラブルエース 調教師　繁田健一（浦和） センターロード 調教師　伊藤滋規（船橋） 父　メイショウボーラー 生産牧場　栄進牧場

牡2歳 馬主　齊藤雅志 牝4歳 馬主　（株）ＭＭＣ 母　エーシンアガペー（父　ロージズインメイ） 産地　浦河町

黒鹿毛 生年月日　2019年5月10日 鹿毛 生年月日　2017年4月7日 地方収得賞金　3,223,000円

父　ワールドエース 生産牧場　静内酒井牧場 父　ディープスカイ 生産牧場　大道牧場 北海道：2020/05/14～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

母　メイケイペガムーン（父　アドマイヤムーン） 産地　新ひだか町 母　ベッロカリーノ（父　キングカメハメハ） 産地　浦河町 兵庫：2020/10/08～　2戦0勝（2着0回、3着0回）

地方収得賞金　2,755,000円 地方収得賞金　4,290,000円 佐賀：2020/11/21～　8戦1勝（2着1回、3着4回）

北海道：2021/07/01～　6戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2019/07/31～　8戦0勝（2着2回、3着1回） 北海道：2021/04/14～　7戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2021/11/25～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 岩手：2019/12/23～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 南関東：2021/08/03～　6戦1勝（2着0回、3着1回）

南関東：2020/01/30～　20戦2勝（2着2回、3着1回） 6枠8番

4R アミン 調教師　冨田敏男（浦和）

2枠2番 9R 牝4歳 馬主　冨田藤男

ヒアユーアー 調教師　佐々木清明（船橋） 4枠4番 栗毛 生年月日　2017年3月13日

牝3歳 馬主　伊坂重憲 ティーズロワール 調教師　山中尊徳（船橋） 父　ストロングリターン 生産牧場　船越牧場

鹿毛 生年月日　2018年2月22日 牝6歳 馬主　立山伸二 母　マリーブーケトス（父　グラスワンダー） 産地　日高町

父　キングズベスト 生産牧場　沖田牧場 栗毛 生年月日　2015年2月21日 地方収得賞金　3,200,000円

母　ツクシヒメ（父　カコイーシーズ） 産地　日高町 父　エスポワールシチー 生産牧場　ラツキー牧場 北海道：2019/08/22～　3戦1勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　1,350,000円 母　トスカーナ（父　Ｍｅｄｉｃｅａｎ） 産地　新冠町 南関東：2019/11/05～　42戦0勝（2着0回、3着6回）

北海道：2020/07/09～　21戦2勝（2着2回、3着2回） 地方収得賞金　12,899,000円

南関東：2021/11/30～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/05/18～　6戦1勝（2着0回、3着0回） ●水沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
南関東：2017/11/03～　8戦1勝（2着1回、3着1回） 1R　⑤サマーサクセション　⑦ライジングサン

5R 北海道：2018/05/31～　8戦0勝（2着0回、3着2回） 2R　⑥ナツノオリヒメ　⑦ユキナ

7枠8番 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 3R　②コンバットコーラル　③パラダイスベルン　⑤ティアーズインロゼ

チュンチュンマル 調教師　伊藤滋規（船橋） 南関東：2018/12/11～　44戦2勝（2着2回、3着4回） 　　　⑥ジオパークルーナ　⑦アズールスフィア　⑧エムオーリボン

牡3歳 馬主　内田玄祥 5枠5番 　　　⑨ステップオン

鹿毛 生年月日　2018年4月4日 リュウノチャチャ 調教師　齊藤敏（船橋） 4R　②ハッピーアロー

父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 牝3歳 馬主　蓑島竜一 8R　②ソイギネー

母　ナタリー（父　ディープインパクト） 産地　新ひだか町 鹿毛 生年月日　2018年4月30日 9R　⑧エルポデール

地方収得賞金　1,398,000円 父　パドトロワ 生産牧場　トド岩高原銀河農場物語有限会社

北海道：2020/04/15～　9戦0勝（2着0回、3着0回） 母　マイガール（父　アドマイヤマックス） 産地　新冠町

東海：2020/11/19～　5戦2勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　5,665,000円

南関東：2021/08/09～　9戦0勝（2着0回、3着1回） 北海道：2020/05/14～　6戦2勝（2着1回、3着0回）

岩手：2020/11/15～　3戦1勝（2着0回、3着0回）

南関東：2020/02/08～　14戦1勝（2着3回、3着0回）

12/20(月) 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

前走
１着

前走
３着

前走
３着

前走
１着

前走
２着

前走
３着

前走
３着


