
1R 5R 10R

8枠11番 5枠5番 7枠9番

ロゼッタハート 調教師　午房榮吉（浦和） オンラインボス 調教師　薮口一麻（浦和） オールザベスト 調教師　内田勝義（川崎） 

牝8歳 馬主　小橋亮太 牡3歳 馬主　佐藤良二 牡8歳 馬主　（有）グランド牧場

鹿毛 生年月日　2014年2月21日 黒鹿毛 生年月日　2019年4月7日 芦毛 生年月日　2014年3月16日

父　ネオユニヴァース 生産牧場　ヤナガワ牧場 父　グランプリボス 生産牧場　佐々木牧場 父　Ｓｐｅｉｇｈｔｓｔｏｗｎ 生産牧場　グランド牧場

母　サイモンドルチェ（父　ジャングルポケット） 産地　日高町 母　タイセイローザ（父　キングカメハメハ） 産地　青森県 母　ファンダングル（父　Ｈｏｌｙ　Ｂｕｌｌ） 産地　新ひだか町

地方収得賞金　10,764,000円 地方収得賞金　7,687,000円 地方収得賞金　28,765,000円

北海道：2016/06/23～　4戦1勝（2着0回、3着1回） 北海道：2021/05/13～　7戦1勝（2着0回、3着2回） 北海道：2016/05/04～　10戦2勝（2着6回、3着0回）

JRA：2016/12/18～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 南関東：2021/10/19～　3戦2勝（2着1回、3着0回） 岩手：2016/11/27～　12戦6勝（2着2回、3着2回）

南関東：2017/05/01～　38戦1勝（2着3回、3着2回） 5枠6番 南関東：2018/04/04～　19戦5勝（2着3回、3着2回）

岩手：2019/04/21～　13戦4勝（2着1回、3着1回） ラッキーミーティア 調教師　新井清重（船橋） ◆2017　ウイナーC[水沢]　1着　　◆2017　金杯[水沢]　1着

南関東：2020/01/17～　33戦2勝（2着4回、3着0回） 牝3歳 馬主　（株）ＹＧＧホースクラブ ◆2017　奥州弥生賞[水沢]　2着　　◆2016　寒菊賞[水沢]　2着

栗毛 生年月日　2019年3月23日 ◆2017　スプリングC[水沢]　3着

2R 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　門別山際牧場

6枠6番 母　ラッキーガール（父　サウスヴィグラス） 産地　日高町 11R

ルフトバローン 調教師　薮口一麻（浦和） 地方収得賞金　3,564,000円 3枠3番

牝4歳 馬主　吉田勝利 北海道：2021/05/12～　10戦1勝（2着3回、3着2回） バンドオンザラン 調教師　内田勝義（川崎）

黒鹿毛 生年月日　2018年4月29日 南関東：2021/12/21～　1戦1勝（2着0回、3着0回） 牡8歳 馬主　小松芳子

父　ストロングリターン 生産牧場　新生ファーム 6枠7番 鹿毛 生年月日　2014年3月5日

母　サジッタ（父　ネオユニヴァース） 産地　日高町 モーニングスマイル 調教師　箕輪武（浦和） 父　スズカコーズウェイ 生産牧場　グランド牧場

地方収得賞金　1,559,000円 牡3歳 馬主　今朝光 母　セクシーシューズ（父　パラダイスクリーク） 産地　新ひだか町

北海道：2020/05/14～　3戦0勝（2着0回、3着0回） 青鹿毛 生年月日　2019年5月16日 地方収得賞金　58,395,000円

岩手：2020/09/12～　7戦1勝（2着0回、3着0回） 父　マジェスティックウォリアー 生産牧場　豊郷牧場 北海道：2016/04/20～　8戦3勝（2着1回、3着0回）

兵庫：2021/04/21～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 母　フセノブルース（父　ストラヴィンスキー） 産地　日高町 　うちJRA参戦：2戦0勝（2着0回、3着0回）

佐賀：2021/08/11～　3戦0勝（2着0回、3着2回） 地方収得賞金　3,454,000円 南関東：2017/01/18～　40戦3勝（2着1回、3着4回）

東海：2021/10/21～　5戦2勝（2着1回、3着0回） 北海道：2021/07/14～　8戦1勝（2着1回、3着0回） 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回）

南関東：2021/12/21～　1戦0勝（2着0回、3着1回） ◆2017　優駿スプリント［大井］　1着

3R 7枠9番 ◆2016　イノセントC［門別］　1着　　◆2016　栄冠賞［門別］　1着

5枠6番 ナチュラルボーン 調教師　内田勝義（川崎） ◆2018　デイリー文月杯［川崎］　1着

エイシンイージス 調教師　酒井一則（浦和） 牡3歳 馬主　吉田照哉 ◆2018　ゴールドC［浦和］　2着

牝4歳 馬主　森田一俊 栗毛 生年月日　2019年2月20日 ◆2019　東海桜花賞［名古屋］　3着

芦毛 生年月日　2018年2月20日 父　ディスクリートキャット 生産牧場　社台ファーム ◆'20武蔵国オープン［浦和］　3着　　◆'18スパーキングナイトチャレンジ［川崎］　3着

父　エイシンフラッシュ 生産牧場　栄進牧場 母　プリマレジェンド（父　ヴィクトワールピサ） 産地　千歳市 7枠10番

母　エイシンノア（父　ネオユニヴァース） 産地　浦河町 地方収得賞金　4,760,000円 エラスムス 調教師　張田京（船橋）

地方収得賞金　2,209,000円 北海道：2021/04/29～　3戦1勝（2着1回、3着1回） 牡9歳 馬主　吉田照哉

北海道：2020/05/27～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 南関東：2021/11/08～　3戦1勝（2着1回、3着0回） 青鹿毛 生年月日　2013年3月4日

兵庫：2020/12/10～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 8枠11番 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム

東海：2021/02/23～　3戦0勝（2着1回、3着0回） アドミラブルエース 調教師　繁田健一（浦和） 母　マストシーストップ（父　サンデーサイレンス） 産地　千歳市

岩手：2021/06/14～　10戦1勝（2着0回、3着1回） 牡3歳 馬主　齊藤雅志 地方収得賞金　40,361,500円

南関東：2021/12/21～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 黒鹿毛 生年月日　2019年5月10日 北海道：2015/06/10～　8戦1勝（2着1回、3着2回）

父　ワールドエース 生産牧場　静内酒井牧場 南関東：2015/12/09～　57戦9勝（2着12回、3着9回）

4R 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 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回）

4枠4番 地方収得賞金　3,155,000円 ◆'20　まがたま賞［浦和］　2着

カゲカツ 調教師　長谷川忍（浦和） 北海道：2021/07/01～　6戦1勝（2着2回、3着1回）

牡8歳 馬主　爲永良弘 南関東：2021/11/25～　2戦1勝（2着0回、3着1回） 12R

栗毛 生年月日　2014年4月3日 6枠7番

父　ロードアルティマ 生産牧場　藤春修二 6R パラダイムチェンジ 調教師　山越光（浦和）

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 3枠3番 牡5歳 馬主　（株）ノルマンディーサラブレッドレーシング

地方収得賞金　11,331,000円 マメニーニャ 調教師　平山真希（浦和） 鹿毛 生年月日　2017年1月26日

北海道：2016/05/04～　6戦1勝（2着1回、3着1回） 牝4歳 馬主　松本光弘 父　タイムパラドックス 生産牧場　岡田スタツド

　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2018年3月18日 母　ヴイプラド（父　Ｅｌ　Ｐｒａｄｏ） 産地　新ひだか町

兵庫：2016/12/22～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 父　トランセンド 生産牧場　岡田猛 地方収得賞金　9,688,000円

北海道：2017/05/31～　8戦1勝（2着3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：2019/05/15～　7戦1勝（2着1回、3着2回）

南関東：2017/11/24～　59戦4勝（2着8回、3着5回） 地方収得賞金　3,050,000円 南関東：2019/12/19～　22戦3勝（2着2回、3着3回）

7枠9番 北海道：2020/06/24～　6戦1勝（2着2回、3着0回） ◆2020　ブルーバードC［船橋］　3着

クラフェニックス 調教師　藤原智行（浦和） 南関東：2020/10/21～　18戦1勝（2着0回、3着1回）

牝4歳 馬主　倉見利弘 8枠12番 ●姫路競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
栗毛 生年月日　2018年3月21日 ソウヤミサキ 調教師　岡田一男（浦和） 1R　⑥ハドロサウルス

父　ストロングリターン 生産牧場　倉見牧場 牝4歳 馬主　上野耕一 2R　⑤ブラックイーグル

母　クラフィンライデン（父　ワカオライデン） 産地　日高町 栗毛 生年月日　2018年4月14日 3R　⑨フレイムフォース

地方収得賞金　1,375,000円 父　フリオーソ 生産牧場　寺井文秀 4R　⑥クラサンムーン　⑧チェリージャーマン

北海道：2020/05/20～　9戦2勝（2着1回、3着0回） 母　マックスビート（父　マイネルセレクト） 産地　えりも町 5R　⑤スーパーウインド　⑦ファルサ　⑩イリア

兵庫：2021/02/25～　5戦0勝（2着0回、3着0回） 地方収得賞金　2,892,000円 6R　⑧ダイメイリボン

北海道：2020/05/26～　22戦4勝（2着4回、3着3回） 8R　④スツーカ　⑪オノマトペ

●名古屋競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 南関東：2021/11/23～　2戦0勝（2着0回、3着0回） 9R　⑩エイシンリカルダ

4R　⑤ヒートアップ　⑨リコートルーパー 10R　⑥クレモナ

6R　⑨ダンシングターフ　⑩エイシンシンマー 8R 11R　②キール　⑤ヨハネスボーイ　⑫イコライザー

7R　③ルージュクィーン 5枠5番 12R　⑨マルメロ

8R　①リンクスターツ　②マメビックガール プランナイン 調教師　柘榴浩樹（浦和）

10R第24回新春ペガサスC　③イイネイイネイイネ　⑪アマクミナイデヨ 牝4歳 馬主　吉田勝利 ●本日の騎乗予定　落合 玄太騎手
11R　②パワースカイ 栗毛 生年月日　2018年2月18日 姫路3R　⑧コスモプロケッラ

父　アッミラーレ 生産牧場　新生ファーム 　　　4R　⑥クラサンムーン

母　ミラノリッチ（父　キングカメハメハ） 産地　日高町 　　　8R　⑤マムティハット

地方収得賞金　2,882,000円 　　10R　⑥クレモナ

北海道：2020/05/06～　6戦0勝（2着0回、3着3回） 　　11R　⑧インザフューチャー

岩手：2020/10/19～　2戦0勝（2着2回、3着0回） 　　12R　②ブラックアピス

東海：2020/11/19～　4戦0勝（2着1回、3着1回） ●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手
高知：2021/03/02～　18戦2勝（2着2回、3着0回） 姫路5R　⑤スーパーウインド

　　　9R　①ステイタス

　　11R　③ベツセタイ

1/18(火) 浦和競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報
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