
1R 7R 11R

2枠2番 4枠4番 5枠5番

キセガワ 調教師　長谷川忍（浦和） キモンシャイン 調教師　工藤伸輔（浦和） マーサマイディア 調教師　内田勝義（川崎）

牝2歳 馬主　池田貴征 牝3歳 馬主　小林祥晃 牝3歳 馬主　（有）グランド牧場

栗毛 生年月日　2019年3月22日 黒鹿毛 生年月日　2018年3月8日 栗毛 生年月日　2018年3月13日

父　バトルプラン 生産牧場　キヨタケ牧場 父　コパノリチャード 生産牧場　西村牧場 父　サウスヴィグラス 生産牧場　赤石牧場

母　ドゥマイモンシェリ（父　タイキシャトル） 産地　新ひだか町 母　ラブミーブルー（父　サウスヴィグラス） 産地　新ひだか町 母　ドリームヴィーナス（父　ジェイドロバリー） 産地　平取町

地方収得賞金　899,000円 地方収得賞金　3,335,000円 地方収得賞金　13,505,000円

北海道：2021/06/23～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 北海道：2020/05/06～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2020/05/20～　7戦3勝（2着0回、3着2回）

6枠8番 南関東：2020/08/19～　21戦0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）

コンアモーレ 調教師　宇野木博徳（浦和） 南関東：2021/11/23～　1戦1勝（2着0回、3着0回）

牡2歳 馬主　村島昭男 8R ◆2020　フルールC［門別］　1着

芦毛 生年月日　2019年4月25日 7枠9番 ◆2020　エーデルワイス賞［門別］　3着

父　ダイワメジャー 生産牧場　（有）社台コーポレーション白老ファーム ニードアフレンド 調教師　鈴木勝文（浦和） 5枠6番

母　ヒカルアモーレ（父　クロフネ） 産地　白老町 牝7歳 馬主　石井啓之 リュウノゾロ 調教師　野口寛仁（浦和）

地方収得賞金　955,000円 栗毛 生年月日　2014年3月14日 セン4歳 馬主　蓑島竜一

北海道：2021/08/05～　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　グランド牧場 鹿毛 生年月日　2017年4月7日

南関東：2021/11/25～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 母　ナナツボシ（父　Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｈａｌｏ） 産地　新ひだか町 父　ストロングリターン 生産牧場　へいはた牧場

地方収得賞金　10,065,000円 母　ダークアイリス（父　ゴールドアリュール） 産地　新ひだか町

2R 北海道：2016/04/28～　5戦2勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　2,500,000円 中央収得賞金　21,500,000円

1枠1番 岩手：2016/08/15～　23戦2勝（2着1回、3着4回） 北海道：2019/07/31～　3戦2勝（2着0回、3着0回）

トーケンヒロイン 調教師　山本学（船橋） 南関東：2018/03/02～　38戦1勝（2着5回、3着4回） JRA：2020/02/16～　12戦2勝（2着1回、3着0回）

牝2歳 馬主　トーケンサービス（株） ◆2017　ハヤテスプリント［盛岡］　3着　　◆2017　ウイナーC［水沢］　3着 南関東：2021/11/25～　1戦0勝（2着0回、3着0回）

栗毛 生年月日　2019年4月4日 ◆2017　あやめ賞［水沢］　3着　　◆2017　金杯［水沢］　3着 6枠8番

父　ドゥラメンテ 生産牧場　佐竹学 パーソナルマキ 調教師　平山真希（浦和）

母　バクシンヒロイン（父　サクラバクシンオー） 産地　新ひだか町 9R 牡8歳 馬主　杉浦和也

地方収得賞金　1,200,000円 3枠3番 栗毛 生年月日　2013年3月29日

北海道：2021/04/22～　8戦0勝（2着0回、3着0回） プレミアムプリモ 調教師　平山真希（浦和） 父　パーソナルラッシュ 生産牧場　槇本牧場

南関東：2021/10/27～　2戦0勝（2着1回、3着0回） 牝4歳 馬主　杉浦和也 母　マキハタスペシャル（父　Ｍａｒｓｃａｙ） 産地　日高町

7枠10番 栗毛 生年月日　2017年5月15日 地方収得賞金　32,691,000円 中央収得賞金　1,800,000円

イスラソリタリア 調教師　繁田健一（浦和） 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場 北海道：2015/08/04～　9戦3勝（2着4回、3着2回）

牡2歳 馬主　松本光弘 母　プリモスペシャル（父　フォーティナイナー） 産地　新ひだか町 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

栗毛 生年月日　2019年4月24日 地方収得賞金　4,755,000円 JRA：2016/03/05～　5戦0勝（2着0回、3着0回）

父　イスラボニータ 生産牧場　大道牧場 北海道：2019/07/04～　9戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2016/07/13～　9戦1勝（2着1回、3着0回）

母　メイユーブルーム（父　ダンスインザダーク） 産地　浦河町 南関東：2019/12/24～　18戦2勝（2着2回、3着1回） 南関東：2016/11/27～　8戦1勝（2着0回、3着1回）

地方収得賞金　1,295,000円 北海道：2017/04/19～　12戦2勝（2着3回、3着2回）

北海道：2021/04/28～　7戦0勝（2着0回、3着2回） 10R 南関東：2017/12/01～　16戦2勝（2着2回、3着0回）

南関東：2021/11/25～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 5枠5番 高知：2019/02/10～　23戦1勝（2着3回、3着7回）

スーパーローズ 調教師　野口孝（浦和） 南関東：2020/01/15～　37戦1勝（2着1回、3着7回）

5R 牝4歳 馬主　岡田義雄 8枠12番

2枠2番 鹿毛 生年月日　2017年5月18日 ブレークオンスルー 調教師　冨田敏男（浦和） 

カゲカツ 調教師　長谷川忍（浦和） 父　スマートファルコン 生産牧場　友田牧場 牡7歳 馬主　冨田藤男

牡7歳 馬主　爲永良弘 母　クロノグラフ（父　Ｆｕｓａｉｃｈｉ　Ｐｅｇａｓｕｓ） 産地　新ひだか町 栗毛 生年月日　2014年4月10日

栗毛 生年月日　2014年4月3日 地方収得賞金　6,917,000円 父　サウスヴィグラス 生産牧場　グランド牧場

父　ロードアルティマ 生産牧場　藤春修二 北海道：2019/05/30～　11戦1勝（2着3回、3着1回） 母　プリエミネンス（父　アフリート） 産地　新ひだか町

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 兵庫：2019/12/11～　8戦1勝（2着4回、3着1回） 地方収得賞金　24,388,000円 中央収得賞金　7,200,000円

地方収得賞金　11,211,000円 南関東：2020/09/25～　15戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2016/08/30～　3戦1勝（2着1回、3着1回）

北海道：2016/05/04～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 5枠6番 JRA：2017/03/11～　1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） ジェネシスムーン 調教師　伊藤滋規（船橋） 北海道：2017/09/26～　4戦0勝（2着2回、3着1回）

兵庫：2016/12/22～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 牝3歳 馬主　久保潤 南関東：2018/01/31～　37戦3勝（2着5回、3着6回）

北海道：2017/05/31～　8戦1勝（2着3回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2018年3月5日

南関東：2017/11/24～　57戦4勝（2着8回、3着5回） 父　タイセイレジェンド 生産牧場　様似共栄牧場 12R

4枠4番 母　ヘイローマジック（父　キングヘイロー） 産地　様似町 6枠6番

クウェンヤ 調教師　工藤伸輔（浦和） 地方収得賞金　6,250,000円 ウインドブロウン 調教師　新井清重（船橋） 

牝3歳 馬主　（株）アプエンテ 北海道：2020/05/21～　10戦1勝（2着1回、3着1回） 牡5歳 馬主　吉田照哉

栃栗毛 生年月日　2018年3月8日 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2016年3月27日

父　カレンブラックヒル 生産牧場　坂東牧場 南関東：2020/12/04～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム

母　アルウェン（父　トニービン） 産地　平取町 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　ウララカ（父　ワイルドラッシュ） 産地　千歳市

地方収得賞金　1,973,000円 北海道：2021/04/28～　8戦2勝（2着2回、3着1回） 地方収得賞金　20,390,000円

北海道：2020/10/07～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/06/21～　5戦1勝（2着0回、3着2回）

岩手：2020/11/16～　10戦1勝（2着2回、3着0回）　 南関東：2021/11/30～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2018/11/08～　18戦7勝（2着3回、3着1回）

南関東：2021/11/24～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 8枠11番

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ パラダイムチェンジ 調教師　山越光（浦和）

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 1R　②エムオーハート　③グッドチャンス　⑦ハーモニーキグナス 牡4歳 馬主　（株）ノルマンディーサラブレッドレーシング

2R　③チェリーシンガー　⑤ハーラブリー 　　　⑧ミスターボーラー 鹿毛 生年月日　2017年1月26日

3R　③ヴォルフィアナ　④ラボンバ 2R　⑥エイシンルーキー　⑨シングンビヨンセ 父　タイムパラドックス 生産牧場　岡田スタツド

6R　④リードメロディー 3R　①ダンシングターフ 母　ヴイプラド（父　Ｅｌ　Ｐｒａｄｏ） 産地　新ひだか町

7R　②タートルブライアン　③ファルサ　⑦ガミラスチェルシー 4R　⑥ルージュクィーン　⑨レディーオーソ 地方収得賞金　9,558,000円

10R　①サンレオ 5R　②エイシンジラソーレ　⑨マブセイフリー 北海道：2019/05/15～　7戦1勝（2着1回、3着2回）

11R　③ロマンロケット 6R　⑧エスメルーナ　⑩トウホクファルコン 南関東：2019/12/19～　20戦3勝（2着2回、3着3回）

12R　⑤ハシノオージャ 8R　⑨ニューレイライン ◆2020　ブルーバードC［船橋］　3着

10R　③ドリームスイーブル

●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手 名古屋11R　第21回名古屋グランプリ〔JpnⅡ〕

園田3R　⑤ベラジオスピリッツ 6枠6番

　　　6R　②ジプソフィーユ ルールソヴァール 調教師　田中淳司（北海道）

　　10R　⑩ボクラノユメ セン9歳 馬主　（株）ノルマンディーサラブレッドレーシング

　　12R　①キフジンノドレス 栗毛 生年月日　2012年5月20日

●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手 父　フレンチデピュティ 生産牧場　岡田スタツド

園田8R　①ホロイムア 母　キョウエイトルース（父　フジキセキ） 産地　新ひだか町

　　10R　⑥ステイタス 地方収得賞金　41,360,000円 中央収得賞金　126,400,000円（付加賞金　1,963,000円）

JRA：2015/02/07～　27戦7勝（2着6回、3着0回）

　うち地方競馬参戦：1戦1勝（2着0回、3着0回）

北海道：2020/07/01～　8戦3勝（2着3回、3着2回）

◆2018　佐賀記念［佐賀］　1着　　◆2020　旭岳賞［門別］　1着

◆2017　みやこS［京都］　2着　　◆2020　道営記念［門別］　2着　　◆2020　瑞穂賞［門別］　2着

◆2021　道営記念［門別］　3着　　◆2021　瑞穂賞［門別］　3着
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