
1R 5R 8R

6枠7番 3枠3番 4枠4番

レッカーベルン 調教師　新井清重（船橋） クライオブデライト 調教師　内田勝義（川崎） ドドーニサンサン 調教師　渋谷信博（船橋）

牝7歳 馬主　樋口貴士 牝2歳 馬主　吉田晴哉 牡3歳 馬主　木村薫

鹿毛 生年月日　2014年2月19日 黒鹿毛 生年月日　2019年4月15日 鹿毛 生年月日　2018年4月22日

父　ジャイアントレッカー 生産牧場　高昭牧場 父　パイロ 生産牧場　追分ファーム 父　メイショウボーラー 生産牧場　木村牧場

母　マスターチアフル（父　ボストンハーバー） 産地　浦河町 母　クライリング（父　ハーツクライ） 産地　安平町 母　ヨッテウタッテ（父　オレハマッテルゼ） 産地　浦河町

地方収得賞金　8,399,000円 地方収得賞金　4,400,000円 地方収得賞金　3,252,000円

北海道：2016/05/12～　12戦2勝（2着1回、3着5回） 北海道：2021/07/15～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/07/15～　9戦1勝（2着1回、3着1回）

岩手：2016/11/28～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2021/09/16～　4戦0勝（2着2回、3着0回） 南関東：2020/12/01～　4戦0勝（2着0回、3着2回）

南関東：2017/01/26～　55戦1勝（2着4回、3着7回） 4枠4番 北海道：2021/04/15～　15戦1勝（2着4回、3着4回）

6枠8番 アウデリア 調教師　林幻（船橋） 南関東：2021/12/01～　1戦0勝（2着1回、3着0回）

ロゼッタハート 調教師　午房榮吉（浦和） 牡2歳 馬主　岡田壮史 5枠5番

牝7歳 馬主　小橋亮太 栗毛 生年月日　2019年3月7日 マメニーニャ 調教師　平山真希（浦和）

鹿毛 生年月日　2014年2月21日 父　タイムパラドックス 生産牧場　岡田スタツド 牝3歳 馬主　松本光弘

父　ネオユニヴァース 生産牧場　ヤナガワ牧場 母　バブルガムレディ（父　バブルガムフェロー） 産地　新ひだか町 鹿毛 生年月日　2018年3月18日

母　サイモンドルチェ（父　ジャングルポケット） 産地　日高町 地方収得賞金　2,960,000円 父　トランセンド 生産牧場　岡田猛

地方収得賞金　10,644,000円 北海道：2021/06/02～　11戦1勝（2着2回、3着1回） 母　ハロウィーン（父　エルコンドルパサー） 産地　新ひだか町

北海道：2016/06/23～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2021/11/29～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　3,050,000円

JRA：2016/12/18～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 5枠5番 北海道：2020/06/24～　6戦1勝（2着2回、3着0回）

南関東：2017/05/01～　38戦1勝（2着3回、3着2回） カーロデスティーノ 調教師　甲田悟史（川崎） 南関東：2020/10/21～　16戦1勝（2着0回、3着1回）

岩手：2019/04/21～　13戦4勝（2着1回、3着1回） 牝2歳 馬主　坂田栄一 5枠6番

南関東：2020/01/17～　31戦2勝（2着4回、3着0回） 栗毛 生年月日　2019年2月20日 ラッキーラック 調教師　宇野木博徳（浦和）

父　ストロングリターン 生産牧場　前野牧場 牡3歳 馬主　山口春夫

2R 母　ラインステッチ（父　Ｆｕｓａｉｃｈｉ　Ｐｅｇａｓｕｓ） 産地　日高町 鹿毛 生年月日　2018年6月3日

1枠1番 地方収得賞金　4,065,000円 父　ヴァンセンヌ 生産牧場　柏木一則

ラッキーミーティア 調教師　新井清重（船橋） 北海道：2021/06/17～　6戦1勝（2着2回、3着0回） 母　ハツネドオゴ（父　ミシエロ） 産地　新冠町

牝2歳 馬主　（株）ＹＧＧホースクラブ 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　3,090,000円

栗毛 生年月日　2019年3月23日 ◆2021　ブロッサムC［門別］　2着 北海道：2020/06/17～　9戦0勝（2着3回、3着0回）

父　スズカコーズウェイ 生産牧場　門別山際牧場 6枠7番 南関東：2020/12/24～　12戦1勝（2着0回、3着2回）

母　ラッキーガール（父　サウスヴィグラス） 産地　日高町 シャノンファンキー 調教師　野口孝（浦和）

地方収得賞金　1,564,000円 牝2歳 馬主　千田裕美 10R

北海道：2021/05/12～　10戦1勝（2着3回、3着2回） 栗毛 生年月日　2019年3月27日 1枠1番

5枠6番 父　タイムパラドックス 生産牧場　原フアーム アップタウンローズ 調教師　水野貴史（浦和）

ゴッドゲーム 調教師　小久保智（浦和） 母　フジエンジェル（父　ダンスインザダーク） 産地　新ひだか町 牝4歳 馬主　泉俊二

牡2歳 馬主　Ｈｉｍ　Ｒｏｃｋ　Ｒａｃｉｎｇ　ＨＤ（株） 地方収得賞金　3,218,000円 栗毛 生年月日　2017年3月27日

栗毛 生年月日　2019年4月7日 北海道：2021/07/22～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 父　エスポワールシチー 生産牧場　木村牧場

父　コパノリッキー 生産牧場　鮫川啓一 南関東：2021/10/19～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 母　ユーリカ（父　クロフネ） 産地　日高町

母　ストレイシープ（父　サウスヴィグラス） 産地　浦河町 7枠10番 地方収得賞金　9,850,000円

地方収得賞金　1,403,000円 オンラインボス 調教師　薮口一麻（浦和） 北海道：2019/07/10～　3戦1勝（2着0回、3着1回）

北海道：2021/06/03～　7戦1勝（2着2回、3着1回） 牡2歳 馬主　佐藤良二 南関東：2019/12/23～　15戦3勝（2着2回、3着1回）

6枠8番 黒鹿毛 生年月日　2019年4月7日 7枠8番

メーテル 調教師　川島正一（船橋） 父　グランプリボス 生産牧場　佐々木牧場 ロビュスト 調教師　薮口一麻（浦和） 

牝2歳 馬主　金蘭兄弟（有） 母　タイセイローザ（父　キングカメハメハ） 産地　青森県 セン5歳 馬主　（有）太盛

栗毛 生年月日　2019年4月25日 地方収得賞金　4,687,000円 鹿毛 生年月日　2016年5月20日

父　アジアエクスプレス 生産牧場　静内フアーム 北海道：2021/05/13～　7戦1勝（2着0回、3着2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

母　セレスティーヌ（父　ハーツクライ） 産地　新ひだか町 南関東：2021/10/19～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 母　ダナエ（父　バイオマスター） 産地　むかわ町

地方収得賞金　1,590,000円 8枠11番 地方収得賞金　12,440,000円

北海道：2021/05/04～　3戦1勝（2着0回、3着0回） モーニングスマイル 調教師　箕輪武（浦和） 北海道：2018/06/14～　8戦2勝（2着0回、3着1回）

岩手：2021/08/15～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 牡2歳 馬主　今朝光 南関東：2019/01/09～　30戦2勝（2着3回、3着8回）

青鹿毛 生年月日　2019年5月16日 7枠9番

3R 父　マジェスティックウォリアー 生産牧場　豊郷牧場 モリデンアロー 調教師　繫田健一（浦和）

7枠10番 母　フセノブルース（父　ストラヴィンスキー） 産地　日高町 牡3歳 馬主　森田芳男

エイシンイージス 調教師　酒井一則（浦和） 地方収得賞金　2,854,000円 黒鹿毛 生年月日　2018年5月20日

牝3歳 馬主　森田一俊 北海道：2021/07/14～　8戦1勝（2着1回、3着0回） 父　エスポワールシチー 生産牧場　森田芳男

芦毛 生年月日　2018年2月20日 母　アローフィールド（父　シャーディー） 産地　新冠町

父　エイシンフラッシュ 生産牧場　栄進牧場 6R 地方収得賞金　8,150,000円

母　エイシンノア（父　ネオユニヴァース） 産地　浦河町 5枠5番 北海道：2020/07/08～　6戦4勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　1,929,000円 ソウヤミサキ 調教師　岡田一男（浦和） JRA：2020/12/26～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

北海道：2020/05/27～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 牝3歳 馬主　上野耕一 南関東：2021/09/22～　2戦1勝（2着0回、3着0回）

兵庫：2020/12/10～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 栗毛 生年月日　2018年4月14日 8枠11番

東海：2021/02/23～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 父　フリオーソ 生産牧場　寺井文秀 リンクスショウ 調教師　渡邊貴光（船橋）

岩手：2021/06/14～　10戦1勝（2着0回、3着1回） 母　マックスビート（父　マイネルセレクト） 産地　えりも町 牡3歳 馬主　目谷一幸

地方収得賞金　2,792,000円 鹿毛 生年月日　2018年5月14日

4R 北海道：2020/05/26～　22戦4勝（2着4回、3着3回） 父　メイショウボーラー 生産牧場　一倉牧場

1枠1番 南関東：2021/11/23～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　トゥーラムール（父　スペシャルウィーク） 産地　浦河町

リュウノスターダム 調教師　齊藤敏（船橋） 地方収得賞金　8,160,000円

牡7歳 馬主　蓑島竜一 7R 北海道：2020/06/18～　6戦1勝（2着0回、3着1回）

鹿毛 生年月日　2014年5月18日 5枠5番 南関東：2020/10/26～　10戦2勝（2着0回、3着2回）

父　ファスリエフ 生産牧場　村上牧場 ベニノエンゼル 調教師　山越光（浦和）

母　ドリームスタート（父　Ｄｉｅｓｉｓ） 産地　新冠町 牝4歳 馬主　（株）紅谷 11R　第59回ゴールドC〔SⅠ〕

地方収得賞金　7,585,000円 鹿毛 生年月日　2017年2月24日 5枠5番

北海道：2016/05/18～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 父　ルースリンド 生産牧場　棚川光男 ティーズダンク 調教師　水野貴史（浦和）

岩手：2016/08/28～　16戦1勝（2着3回、3着2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 牡4歳 馬主　立山伸二

南関東：2017/08/07～　45戦3勝（2着6回、3着4回） 地方収得賞金　3,755,000円 栗毛 生年月日　2017年4月25日

北海道：2019/06/13～　7戦1勝（2着1回、3着2回） 父　スマートファルコン 生産牧場　原田牧場

●金沢競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 南関東：2019/12/24～　27戦1勝（2着1回、3着1回） 母　ビフォーダーク（父　キングカメハメハ） 産地　日高町

2R　④マイストック　⑤エイシンヒスイ 地方収得賞金　118,540,000円

3R　①ノブリーデイ 北海道：2019/05/08～　9戦3勝（2着2回、3着1回）

5R　⑥ピエールサンデー 南関東：2019/11/25～　17戦4勝（2着4回、3着4回）

6R　①コハルポケット 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着2回、3着0回）

8R　①ミスマチルダ　②エイシンピナクル ◆2021　マイルグランプリ［大井］　1着　　◆2020　戸塚記念［川崎］　1着

9R　②イクゼファイターズ　⑧リードキングダム ◆2019　サンライズC［門別］　1着

10R　⑥ネイバーアイランド ◆2021　テレ玉杯オーバルスプリント［浦和］　2着

◆2021　スパーキングサマーC［川崎］　2着　　◆2020　楠賞［園田］　2着

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ ◆2020　ダービーグランプリ［盛岡］　2着

1R　①ヘンゲンジザイ ◆2019　全日本2歳優駿［川崎］　3着　　◆2020　東京ダービー［大井］　3着

4R　⑤エイシンニアルコス　⑥ウインディシティー ◆2020　京浜盃［大井］　3着

5R　⑥ローズメジャー

6R　①エクスプレス 12R

7R　⑤サラコナン 8枠12番

8R　⑩ウィナーズヒロイン スパイスアップ 調教師　佐々木功（船橋）

10R　①ローザーブルー　⑥プッシュユアセルフ　⑧サンゼント 牡3歳 馬主　酒井孝敏

11R　②アウィウィリオ 栗毛 生年月日　2018年2月24日

父　フリオーソ 生産牧場　新生ファーム

●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手 母　ザスパイスガール（父　マチカネキンノホシ） 産地　日高町

園田10R　⑥プッシュユアセルフ 地方収得賞金　5,335,000円

●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手 北海道：2020/08/05～　4戦1勝（2着0回、3着0回）

園田3R　⑨チョウビックリ 南関東：2020/10/26～　18戦2勝（2着0回、3着2回）

　　　5R　⑨シェナオセロ

　　　6R　⑧サバイバルプロミス

12/21(火) 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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ホッカイドウ競馬デビューの

競走馬たちを応援してね♪


