
1R 6R 9R

4枠4番 5枠5番 3枠3番

ゴッドゲーム 調教師　小久保智（浦和） ラッキーラック 調教師　宇野木博徳（浦和） モリデンタワー 調教師　山越光（浦和）

牡3歳 馬主　Ｈｉｍ　Ｒｏｃｋ　Ｒａｃｉｎｇ　ＨＤ（株） 牡4歳 馬主　山口春夫 牝4歳 馬主　森田芳男

栗毛 生年月日　2019年4月7日 鹿毛 生年月日　2018年6月3日 栗毛 生年月日　2018年4月7日

父　コパノリッキー 生産牧場　鮫川啓一 父　ヴァンセンヌ 生産牧場　柏木一則 父　ロジユニヴァース 生産牧場　森田芳男

母　ストレイシープ（父　サウスヴィグラス） 産地　浦河町 母　ハツネドオゴ（父　ミシエロ） 産地　新冠町 母　モリデンヴィーナス（父　ジェニュイン） 産地　新冠町

地方収得賞金　1,803,000円 地方収得賞金　3,090,000円 地方収得賞金　3,478,000円

北海道：2021/06/03～　7戦1勝（2着2回、3着1回） 北海道：2020/06/17～　9戦0勝（2着3回、3着0回） 北海道：2020/06/11～　7戦0勝（2着1回、3着1回）

南関東：2021/12/21～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 南関東：2020/12/24～　13戦1勝（2着0回、3着2回） 兵庫：2020/10/22～　3戦0勝（2着1回、3着0回）

6枠6番 5枠6番 南関東：2021/02/05～　12戦0勝（2着3回、3着2回）

コンアモーレ 調教師　宇野木博徳（浦和） ラピッドフォール 調教師　野口寛仁（浦和） 5枠5番

牡3歳 馬主　村島昭男 牝4歳 馬主　大久保和夫 フェアリーマジック 調教師　川村守男（浦和）

芦毛 生年月日　2019年4月25日 鹿毛 生年月日　2018年4月7日 牝5歳 馬主　（有）吉田牧場

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 父　アドマイヤムーン 生産牧場　厚賀古川牧場 鹿毛 生年月日　2017年4月27日

母　ヒカルアモーレ（父　クロフネ） 産地　白老町 母　コパノベンザイテン（父　アドマイヤベガ） 産地　日高町 父　リアルインパクト 生産牧場　吉田牧場

地方収得賞金　1,585,000円 地方収得賞金　3,200,000円 母　リボンノキシ（父　スクワートルスクワート） 産地　安平町

北海道：2021/08/05～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 北海道：2020/07/02～　5戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　6,575,000円

南関東：2021/11/25～　2戦0勝（2着1回、3着1回） 兵庫：2021/02/24～　3戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/05/29～　9戦2勝（2着0回、3着1回）

8枠8番 南関東：2021/08/09～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2019/12/23～　4戦0勝（2着3回、3着1回）

スターオブケリー 調教師　繁田健一（浦和） 6枠7番 北海道：2020/04/16～　7戦2勝（2着2回、3着1回）

牝3歳 馬主　水谷昌晃 エイシンイオ 調教師　薮口一麻（浦和） 南関東：2021/01/07～　15戦1勝（2着0回、3着0回）

黒鹿毛 生年月日　2019年3月7日 牝4歳 馬主　（同）ＪＰＮ技研 7枠10番

父　ポアゾンブラック 生産牧場　岡田牧場 青毛 生年月日　2018年2月14日 ヤマノプレミアム 調教師　藤原智行（浦和）

母　ウィステリアメジロ（父　メジロベイリー） 産地　新ひだか町 父　メイショウボーラー 生産牧場　栄進牧場 牡6歳 馬主　山口明彦

地方収得賞金　1,800,000円 母　エーシンアガペー（父　ロージズインメイ） 産地　浦河町 鹿毛 生年月日　2016年3月19日

北海道：2021/05/05～　8戦2勝（2着1回、3着1回） 地方収得賞金　3,223,000円 父　ストロングリターン 生産牧場　山口明彦

北海道：2020/05/14～　2戦0勝（2着0回、3着0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

2R 兵庫：2020/10/08～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　9,567,000円

3枠3番 佐賀：2020/11/21～　8戦1勝（2着1回、3着4回） 北海道：2018/06/06～　11戦1勝（2着3回、3着3回）

ジングルベル 調教師　小久保智（浦和） 北海道：2021/04/14～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2019/01/16～　15戦2勝（2着0回、3着3回）

牝3歳 馬主　Ｈｉｍ　Ｒｏｃｋ　Ｒａｃｉｎｇ　ＨＤ（株） 南関東：2021/08/03～　8戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2020/04/22～　25戦1勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2019年4月4日 南関東：2021/12/15～　3戦0勝（2着0回、3着0回）

父　シンボリクリスエス 生産牧場　北田剛 7R

母　クラウディア（父　マンハッタンカフェ） 産地　日高町 4枠4番 10R

地方収得賞金　2,520,000円 レインボーシャトル 調教師　阿井正雄（船橋） 2枠2番

北海道：2021/07/01～　2戦1勝（2着1回、3着0回） 牡7歳 馬主　ライフエンタープライズ（株） エムオーアタック 調教師　高月賢一（川崎）

南関東：2021/09/23～　6戦0勝（2着2回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2015年4月9日 牡4歳 馬主　大浅貢

7枠7番 父　ヴィクトワールピサ 生産牧場　高昭牧場 鹿毛 生年月日　2018年5月31日

タイセイエミネント 調教師　内田勝義（川崎） 母　ニシノルーファス（父　シンボリクリスエス） 産地　浦河町 父　モンテロッソ 生産牧場　門別牧場

牡3歳 馬主　田中成奉 地方収得賞金　7,962,000円 母　エムオープリズム（父　バトルプラン） 産地　日高町

鹿毛 生年月日　2019年3月12日 北海道：2017/04/26～　7戦0勝（2着3回、3着1回） 地方収得賞金　6,125,000円

父　ディスクリートキャット 生産牧場　田端牧場 南関東：2017/09/25～　55戦2勝（2着3回、3着4回） 北海道：2020/07/08～　7戦1勝（2着0回、3着3回）

母　ミガット（父　マンハッタンカフェ） 産地　日高町 南関東：2020/12/15～　9戦1勝（2着2回、3着1回）

地方収得賞金　2,000,000円 8R 8枠11番

北海道：2021/08/04～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 4枠4番 グローリアスライブ 調教師　高月賢一（川崎） 

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） マナモクプニ 調教師　齊藤敏（船橋） 牝6歳 馬主　日下部勝徳

南関東：2021/12/13～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 牝5歳 馬主　佐藤弘樹 鹿毛 生年月日　2016年4月20日

芦毛 生年月日　2017年4月2日 父　ゴールドヘイロー 生産牧場　有限会社大作ステーブル

3R 父　スターリングローズ 生産牧場　シンカンファーム 母　ルーマードダイヤ（父　シーキングザダイヤ） 産地　新冠町

1枠1番 母　ホワイトホーネット（父　スウェプトオーヴァーボード） 産地　新冠町 地方収得賞金　12,035,000円

スマイルジーニアス 調教師　鹿沼良和（浦和） 地方収得賞金　7,463,000円 北海道：2018/05/23～　8戦1勝（2着1回、3着2回）

セン7歳 馬主　今中俊平 北海道：2019/05/22～　13戦3勝（2着5回、3着2回） 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

鹿毛 生年月日　2015年2月10日 　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/01/01～　21戦2勝（2着3回、3着4回）

父　シンボリクリスエス 生産牧場　社台ファーム 南関東：2020/12/01～　6戦2勝（2着1回、3着0回） 　うち他地区参戦：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 北海道：2021/05/26～　9戦1勝（2着3回、3着1回） ◆2019　留守杯日高賞［水沢］　1着

地方収得賞金　4,535,000円 南関東：2021/12/03～　3戦0勝（2着0回、3着0回） ◆2019　ハヤテスプリント［盛岡］　2着

北海道：2017/06/01～　6戦1勝（2着1回、3着0回） ◆2019　フルールC［門別］　3着

南関東：2017/11/02～　69戦2勝（2着2回、3着3回） 6枠6番 11R

6枠7番 キラキラオーラ 調教師　牛房榮吉（浦和） 2枠2番

シンキングタイム 調教師　内田勝義（川崎） 牝7歳 馬主　吉田勝利 ルチルクォーツ 調教師　水野貴史（浦和）

牝7歳 馬主　佐藤雄司 鹿毛 生年月日　2015年3月21日 牝4歳 馬主　齋藤秀文

青鹿毛 生年月日　2015年4月14日 父　バトルプラン 生産牧場　畠山牧場 黒鹿毛 生年月日　2018年3月14日

父　ヴァーミリアン 生産牧場　浜口牧場 母　キャラメリゼ（父　ブライアンズタイム） 産地　新ひだか町 父　アイルハヴアナザー 生産牧場　下河辺牧場

母　ヤマサカントリー（父　ティンバーカントリー） 産地　新冠町 地方収得賞金　14,910,000円 母　ウェルカミング（父　マンハッタンカフェ） 産地　日高町

地方収得賞金　6,788,000円 北海道：2017/08/16～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　10,305,000円

北海道：2017/07/06～　5戦1勝（2着1回、3着0回） JRA：2017/12/02～　13戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2020/07/16～　9戦2勝（2着2回、3着1回）

　うちJRA参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 東海：2019/04/18～　7戦5勝（2着1回、3着0回） 南関東：2020/12/22～　11戦2勝（2着4回、3着2回）

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2019/08/16～　29戦5勝（2着0回、3着3回） 8枠12番

南関東：2018/03/02～　32戦3勝（2着1回、3着3回） 7枠9番 モリデンスター 調教師　山越光（浦和）

◆2017　園田プリンセスカップ［園田］　2着 アップタウンローズ 調教師　水野貴史（浦和） 牡5歳 馬主　森田芳男

牝5歳 馬主　泉俊二 鹿毛 生年月日　2017年5月19日

5R 栗毛 生年月日　2017年3月27日 父　スターリングローズ 生産牧場　森田芳男

3枠3番 父　エスポワールシチー 生産牧場　木村牧場 母　アローフィールド（父　シャーディー） 産地　新冠町

クラセイジョ 調教師　藤原智行（浦和） 母　ユーリカ（父　クロフネ） 産地　日高町 地方収得賞金　13,075,000円

牝9歳 馬主　倉見利弘 地方収得賞金　9,850,000円 北海道：2019/06/20～　7戦3勝（2着2回、3着0回）

栗毛 生年月日　2013年4月30日 北海道：2019/07/10～　3戦1勝（2着0回、3着1回） 南関東：2019/12/23～　24戦3勝（2着1回、3着0回）

父　サイレントディール 生産牧場　倉見牧場 南関東：2019/12/23～　17戦3勝（2着2回、3着1回）

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 8枠10番 ●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
地方収得賞金　8,944,000円 レーヴプルーヴ 調教師　繁田健一（浦和） 2R　②ギムオブスターズ　④ファンアンドトーチ　⑤ボルドーマリー

北海道：2015/05/14～　13戦1勝（2着0回、3着0回） 牝4歳 馬主　（有）エッジ 3R　⑤セサミン　

金沢：2015/12/13～　24戦4勝（2着2回、3着3回） 鹿毛 生年月日　2018年3月10日 4R　⑦カサリリー

　うち他地区参戦：4戦2勝（2着0回、3着2回） 父　ディスクリートキャット 生産牧場　佐藤鉄也 5R　①ゴールドランチ

南関東：2016/12/19～　73戦3勝（2着8回、3着3回） 母　ローズシティ（父　フレンチデピュティ） 産地　新ひだか町 8R　⑤ミオサヴァイブ

地方収得賞金　5,255,000円 10R　⑨モズザベスト

北海道：2020/07/15～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

南関東：2021/01/06～　7戦2勝（2着0回、3着0回）

1/17(月) 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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