
浦和1R 浦和9R 浦和11R

4枠4番 5枠6番 1枠1番

ガンマレイバースト 調教師　山越光（浦和） ネクサスエッジ 調教師　小澤宏次（浦和） ブルーローズ 調教師　野口孝（浦和） 

牡3歳 馬主　加藤知泰 牝4歳 馬主　水谷昌晃 牝5歳 馬主　千田裕美

黒鹿毛 生年月日　2018年2月13日 栗毛 生年月日　2017年4月21日 鹿毛 生年月日　2016年4月7日

父　フェノーメノ 生産牧場　追分ファーム 父　メイショウボーラー 生産牧場　オークツリーファーム 父　タイムパラドックス 生産牧場　原フアーム

母　スターパレード（父　Ｐａｒａｄｅ　Ｍａｒｓｈａｌ） 産地　安平町 母　ベルモンタージュ（父　アフリート） 産地　平取町 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

地方収得賞金　1,490,000円 地方収得賞金　7,790,000円 地方収得賞金　19,110,000円

北海道：2020/06/25～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/07/18～　7戦1勝（2着3回、3着0回） 北海道：2018/05/09～　8戦1勝（2着1回、3着2回）

南関東：2021/03/19～　9戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2020/02/20～　7戦1勝（2着1回、3着3回） 南関東：2018/10/23～　44戦2勝（2着4回、3着7回）

金沢：2020/07/28～　18戦2勝（2着4回、3着5回） ◆'19桃花賞［大井］　3着

浦和3R 岩手：2021/09/26～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 4枠4番

1枠1番 ◆2021　金沢クイーン賞［金沢］　2着 ルチルクォーツ 調教師　水野貴史（浦和）

ベルタント 調教師　小久保智（浦和） ◆2021　報知新聞社杯スーパースプリント賞［金沢］　2着　　◆2020　恋路賞［金沢］　2着 牝3歳 馬主　齋藤秀文

牡2歳 馬主　徳原英修 ◆2020　加賀友禅賞［金沢］　3着　　◆2020　霜月スプリント［金沢］　3着 黒鹿毛 生年月日　2018年3月14日

青毛 生年月日　2019年3月12日 7枠9番 父　アイルハヴアナザー 生産牧場　下河辺牧場

父　ベルシャザール 生産牧場　藤本ファーム ヤマノプレミアム 調教師　藤原智行（浦和） 母　ウェルカミング（父　マンハッタンカフェ） 産地　日高町

母　タントタント（父　シニスターミニスター） 産地　日高町 牡5歳 馬主　山口明彦 地方収得賞金　10,305,000円

地方収得賞金　560,000円 鹿毛 生年月日　2016年3月19日 北海道：2020/07/16～　9戦2勝（2着2回、3着1回）

北海道：2021/07/15～　1戦0勝（2着1回、3着0回） 父　ストロングリターン 生産牧場　山口明彦 南関東：2020/12/22～　10戦2勝（2着4回、3着2回）

3枠3番 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 8枠10番

モリデンベル 調教師　山越光（浦和） 地方収得賞金　9,567,000円 モリデンスター 調教師　山越光（浦和）

牝2歳 馬主　森田芳男 北海道：2018/06/06～　11戦1勝（2着3回、3着3回） 牡4歳 馬主　森田芳男

鹿毛 生年月日　2019年3月27日 南関東：2019/01/16～　15戦2勝（2着0回、3着3回） 鹿毛 生年月日　2017年5月19日

父　ベルシャザール 生産牧場　トモファーム 北海道：2020/04/22～　25戦1勝（2着0回、3着0回） 父　スターリングローズ 生産牧場　森田芳男

母　オテンバタイザン（父　ゴールドアリュール） 産地　新冠町 南関東：2021/12/15～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 母　アローフィールド（父　シャーディー） 産地　新冠町

地方収得賞金　560,000円 7枠10番 地方収得賞金　12,815,000円

北海道：2021/05/25～　5戦0勝（2着1回、3着0回） ミロヴィーナス 調教師　出川克己（船橋） 北海道：2019/06/20～　7戦3勝（2着2回、3着0回）

南関東：2021/11/25～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　佐々木徹 南関東：2019/12/23～　22戦3勝（2着1回、3着0回）

5枠5番 鹿毛 生年月日　2017年3月30日

ハッピートウキョウ 調教師　繁田健一（浦和） 父　シニスターミニスター 生産牧場　シンユウフアーム 浦和12R

牡2歳 馬主　会田裕一 母　セイカパンジー（父　ダンシングブレーヴ） 産地　新冠町 7枠10番

鹿毛 生年月日　2019年2月19日 地方収得賞金　8,173,000円 レインボーシャトル 調教師　阿井正雄（船橋） 

父　ストロングリターン 生産牧場　社台ファーム 北海道：2020/06/10～　5戦3勝（2着2回、3着0回） 牡6歳 馬主　ライフエンタープライズ（株）

母　スイートメロディー（父　ゴールドアリュール） 産地　千歳市 南関東：2021/01/13～　10戦6勝（2着0回、3着1回） 鹿毛 生年月日　2015年4月9日

地方収得賞金　665,000円 8枠11番 父　ヴィクトワールピサ 生産牧場　高昭牧場

北海道：2021/08/12～　5戦0勝（2着1回、3着1回） メイストーム 調教師　水野貴史（浦和） 母　ニシノルーファス（父　シンボリクリスエス） 産地　浦河町

7枠9番 牡3歳 馬主　泉俊二 地方収得賞金　7,682,000円

エスポワールフレア 調教師　野口寛仁（浦和） 鹿毛 生年月日　2018年3月28日 北海道：2017/04/26～　7戦0勝（2着3回、3着1回）

牝2歳 馬主　前川隆範 父　ディスクリートキャット 生産牧場　木村牧場 南関東：2017/09/25～　53戦2勝（2着3回、3着3回）

栗毛 生年月日　2019年2月11日 母　ユーリカ（父　クロフネ） 産地　日高町

父　エスポワールシチー 生産牧場　前川隆範 地方収得賞金　7,105,000円 大井8R

母　テンノベニバラ（父　サツカーボーイ） 産地　新冠町 北海道：2020/04/29～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 6枠6番

地方収得賞金　675,000円 南関東：2020/10/20～　11戦2勝（2着2回、3着2回） クラキャノン 調教師　朝倉実（大井）

北海道：2021/07/28～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 牡4歳 馬主　倉見利弘

浦和10R 鹿毛 生年月日　2017年5月21日

浦和5R 4枠4番 父　ストロングリターン 生産牧場　倉見牧場

8枠12番 クモキリ 調教師　甲田悟史（川崎） 母　クラキングレディ（父　リンドシェーバー） 産地　日高町

マスオ 調教師　野口孝（浦和） 牝4歳 馬主　平賀眞吾 地方収得賞金　7,658,000円

牡8歳 馬主　宇田昌隆 鹿毛 生年月日　2017年4月12日 北海道：2019/05/21～　22戦5勝（2着8回、3着2回）

栗毛 生年月日　2013年5月17日 父　ヴァンセンヌ 生産牧場　海馬沢明 南関東：2020/11/17～　19戦1勝（2着2回、3着0回）

父　ディープスカイ 生産牧場　谷川牧場 母　グッドコマチ（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町

母　マスカラーダ（父　スピニングワールド） 産地　浦河町 地方収得賞金　10,635,000円 大井9R　金盃トライアル

地方収得賞金　12,323,000円 北海道：2019/08/28～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 8枠9番

北海道：2015/07/15～　8戦1勝（2着2回、3着0回） 南関東：2019/12/23～　1戦0勝（2着0回、3着0回） オタクインパクト 調教師　蛯名雄太（大井）

南関東：2015/12/02～　102戦4勝（2着6回、3着12回） 北海道：2020/07/30～　3戦3勝（2着0回、3着0回） 牡3歳 馬主　桐生裕明

南関東：2020/12/16～　13戦3勝（2着4回、3着1回） 黒鹿毛 生年月日　2018年5月17日

浦和6R 父　ウインバリアシオン 生産牧場　荒谷牧場

1枠1番 母　ネオヴェリーフェズ（父　ネオユニヴァース） 産地　青森県

リヴェルサス 調教師　山中尊徳（船橋） 地方収得賞金　12,540,000円 中央収得賞金　1,100,000円

牡3歳 馬主　伊達泰明 北海道：2020/07/16～　16戦4勝（2着2回、3着3回）

栗毛 生年月日　2018年5月1日 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

父　ストロングリターン 生産牧場　サンシャイン牧場 ◆2021　道営記念［門別］　2着

母　ヴァイスヴァーサ（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町 ◆2021　北海優駿［門別］　3着

地方収得賞金　4,690,000円

北海道：2020/05/14～　6戦2勝（2着0回、3着2回） 大井10R

JRA：2021/01/30～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 8枠14番

南関東：2021/04/05～　10戦0勝（2着2回、3着2回） エラボレート 調教師　中道啓二（大井）

牡4歳 馬主　伊達泰明

黒鹿毛 生年月日　2017年4月21日

父　ローズキングダム 生産牧場　サンシャイン牧場

母　コンテッサ（父　ブライアンズタイム） 産地　日高町

地方収得賞金　8,995,000円

北海道：2019/05/22～　9戦1勝（2着3回、3着1回）

南関東：2019/12/11～　19戦3勝（2着4回、3着2回）

12/24(金) 浦和・大井競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

転入後
初出走

前走
２着

転入後
初出走

転入後
初出走

前走
１着

前走
１着

転入後
初出走

前走
２着

本日は浦和・大井クライマックスリレー！

朝から夜まで競馬をお楽しみください♪

●次週のダートグレード競走
12/29(水)大井9Ｒ 第67回東京大賞典〔GⅠ〕

3歳以上オープン国際交流 ダ・外2,000ｍ
門別競馬場・ホッカイドウ競馬場外発売所で発売します！

※ご来場の際は感染症拡大防止策にご協力をお願いします。


